
平成３０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地域医療及び救急医

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に関する啓蒙活動などの

公益目的事業を展開しました。 

４月１日付けで第４代病院長に高升正彦（前副院長）が就任し、新たな体制で病院運

営がスタートしました。前年度同様に急性期医療を中心に展開しながら、入院において

は回復期機能を有する地域包括ケア病棟の安定運用にも心がけました。外来診療では、

呼吸器内科について、京都府立医科大学からの非常勤医師の派遣が実現し、京都大学か

らの非常勤医師とあわせて診察日が週４日となり充実することができました。透析治療

を必要とする患者が増える中で前年度に６床の増床整備を行った人工透析につきまし

ては、前年度を上回る患者数を受け入れることができました。そのほか、入院決定時か

ら多職種が協働して入退院に関連した患者サービスの向上と、安心・安楽な入院生活を

支援する入退院支援センターの設置に向けた検討を進めました。 

医師確保につきましては、１年を通して大学各教室へ訪問するなど、地道に派遣要請

を行いました。当該年度中の増員はかないませんでしたが、３１年４月には３人の常勤

医師が増員となり、その成果が表れています。 

救急医療につきまして、時間外患者数及び救急車やドクターヘリによる救急搬送件数はと

もに前年度よりも若干減少しましたが、綾部市における救急医療の確保のため、京都府立医

科大学やその関連病院からの応援協力を得ることにより、綾部地域唯一の救急告示病院とし

ての使命を果たすことができました。 

地域医療連携につきましては、本年度も定期的に地域の診療所や福祉介護施設等へ訪問し、

紹介患者の獲得や施設間連携の強化に努めるほか、広報誌の発行、がんサロンの開催などに

も取り組みました。初めての取り組みとして、綾部市や中丹東保健所との共催で認知症に関

する研修会を２日間にわたって開催しました。１日目は施設等の医療介護関係者による研修

会、２日目は一般市民を対象とした講演と研修会を実施し、大変好評を得ることができまし

た。 

地域医療を担う人材育成では、１１月から京都府立医科大学の診療参加型臨床実習（Ｃ

ＣⅡ）の受け入れが始まり、１年を通して医学生が当院で研修を行うこととなりました。

基本的な医学教育はもとより、へき地における市立診療所研修や介護福祉施設での研修

など当院でしか体験できない研修計画を立案して地域医療教育を行いました。 

訪問看護・居宅介護支援事業につきましては、昨年度に引き続き新たな利用者獲得や訪問

件数、ケアプラン作成件数の増加に努めた結果、いずれも前年度を大きく上回ることとなり

ました。その他、老朽化した訪問車両１台を更新しました 

施設・設備面では、建物の大きな改修工事等はありませんでしたが、病棟床頭台の更新入

替、薬剤部の調剤機器や中央材料室の高圧蒸気滅菌器などの更新整備を行いました。 

 



２ 病院の診療実績 

項    目 平成３０年度 平成２９年度 差  異 

入 
 

院 

年延患者数 ６４，８７６人 ６５，６１２人 △７３６人 

１日平均患者数 １７７．７人 １７９．８人 △２．１人 

平均在院日数 １７．３日 １７．８日 △０．５日 

病床利用率 ８６．３％ ８７．３％ △１．０％ 

外 
 

来 

年延患者数 １４３，６２６人 １４１，４５２人 ２，１７４人 

１日平均患者数 ５９１．１人 ５８２．１人 ９．０人 

時間外救急患者数 ６，９３０人 ７，４３４人 △５０４人 

 うち、救急車等搬送患者数 １，４７９人 １，５０７人 △２８人 

手術件数 １，４７９件 １，４６６件 １３件 

 うち、全身麻酔 ８７７件 ８７９件 △２件 

分娩件数(件) ７０件 ５３件 １７件 

人間ドック利用者数 ２，３４７人 ２，３６１人 △１４人 

 

３ 訪問看護ステーションの活動実績  

項    目 平成３０年度 平成２９年度 差  異 

年延利用者数 １，０１１人 ９０７人 １０４人 

年延訪問回数 ５，２６１回 ４，８３１回 ４３０回 

年延ケアプラン作成数 ６５３件 ５１６件 １３７件 

 

４ 市立診療所への医師派遣実績 

 

５ 主な公衆衛生活動実績 

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 ９１回 ５７０人( ６.３人) 

市立奥上林診療所(故屋岡町) 木曜日  ４９回 ５２６人(１０.７人) 

項   目 開催回数・開催日等 会場等 

健 

康 

教 

室 

糖尿病教室・試食会 毎月開催 

綾部市立病院講堂 
腎臓病教室 １２月７日 

骨折予防教室 １２月８日 

生活習慣病教室 ３月２７日 

ＦＭ放送健康番組出演 年３回（8/1、8/22、11/14） ＦＭあやべ（すこやかタイム） 

市民のための学術講演会 ８月４日 西町ＩＴビル 

世界糖尿病デー記念行事 市民公開講座、ライトアップ 綾部市立病院内 

認定看護師出前講座 年１６回 中学校、高等学校、施設ほか 



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

区   分 H31.4.1現在 H30.4.1現在 H31.4.1新採 

医   師 ３３（２） ２９（３） ６（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  

理学療法士       ９       ９         

作業療法士       ５       ５         

言語聴覚士       ２       １       １ 

視能訓練士       ２       ２  

管理栄養士       ３       ３  

薬剤師 １２ １０       ２ 

助産師       ４       ４       １ 

看護師 １７４ １７５ １２ 

准看護師       ２       ２  

事務職員 ２０ ２１       １ 

合   計 ２９２（２） ２８７（３） ２３（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 H30. 4.23 

（決議日） 

評議員７人 

（表決者） 

議案第１号（書面表決） 

「公益財団法人綾部市医療公社評議員の選任に関

する件」 

議案第２号（書面表決） 

「公益財団法人綾部市医療公社理事の選任に関

する件」 

H30.5. 25 

（決議日） 

評議員８人 

（表決者） 

議案第３号（書面表決） 

「公益財団法人綾部市医療公社理事の選任に関

する件」 

H30. 6.28 

 

評議員８人 

監 事１人 

理 事２人 

議案第４号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２９年度事

業報告及び決算に関する件」 

議案第５号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３０年度収

支補正予算（第１号）に関する件」 



H31. 3.26 

 

評議員６人 

監 事１人 

理 事２人 

議案第６号 

「公益財団法人綾部市医療公社評議員の選任に

関する件」 

議案第７号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３１年度事

業計画及び収支予算に関する件」 

議案第８号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３０年度収

支補正予算（第２号）に関する件」 

理事会 H30. 4.16 

（決議日） 

理 事６人 

（表決者） 

議案第１号 

「公益財団法人綾部市医療公業務執行理事の選任

に関する件」 

議案第２号 

「公益財団法人綾部市医療公平成３０年度第１

回評議員会の開催に関する件」 

同意第１号 

「公益財団法人綾部市医療公社評議員候補者の

推薦に関する件」 

同意第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」 

H30. 5. 17 

（決議日） 

理 事６人 

（表決者） 

議案第３号 

「公益財団法人綾部市医療公平成３０年度第２

回評議員会の開催に関する件」 

同意第３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」 

H30. 6.12 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平成２９年度事

業報告及び決算に関する件」 

議案第５号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３０年度収

支補正予算（第１号）に関する件」 

議案第６号 

「公益財団法人綾部市医療公平成３０年度第３

回評議員会(定時評議員会)の開催に関する件」 



H30.11.29 理 事 6 人 

監 事１人 

議案第７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」 

H31. 3. 7 

 

 

理 事６人 

監 事２人 

議案第８号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３１年度事業

計画及び収支予算に関する件」 

議案第９号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３０年度収支

補正予算（第２号）に関する件」 

議案第１０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１１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１２号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成３０年度第

４回評議員会の開催に関する件」 

同意第４号 

「公益財団法人綾部市医療公社評議員候補者の

推薦に関する件」 

監査 H30. 5.22 監事 ３人 平成２９年度決算監査（H29.4～H30.3） 

H30.11.20 監事 ３人 平成３０年度中間監査（H30.4～H30.9） 

 

※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３０年５月１０日～１１日 対象：平成２９年度 

         平成３１年２月１８日～１９日 対象：平成３０年度上半期 

 

８ 平成３０年度の主な行事等 

  ・高升正彦副院長が第４代綾部市立病院長に就任（４月） 

  ・近畿厚生局による施設基準に係る適時調査（５月） 

  ・京都府立医科大学と新たな共同研究講座「集学的身体活動賦活法開発講座」開始 

（７月） 

・キッズセミナー開催（７月） 

・開院２８周年記念式開催（８月） 

・第１４回市民のための学術講演会開催（８月） 

・「あやべ認知症サミット２０１８」開催（８月） 

・京都府立医科大学地域医療教育推進事業（９月） 



・院内大規模災害訓練「トリアージ訓練」実施（９月） 

・常熟市医療衛生交流団来院（１１月） 

・香川県三豊総合病院企業団役員・議会議員による視察（１１月） 

・コメディカル体験開催（１１月） 

・世界糖尿病デー行事「市民公開講座・ブルーライトアップ」の実施（１１月） 

・京都府立医大学診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップⅡ）受入開始 

（１１月） 

・新たな市民向け健康教室「腎臓病教室」「骨折予防教室」開催（１２月） 

・クリスマスコンサート開催（１２月） 

・京都府立医科大学副学長・附属病院長「北脇 城」教授特別講演（３月） 

・生活習慣病予防教室「筋肉道場」開催（３月） 

 


