
平成２６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。 

綾部市立病院の診療体制では、医師不足により帝王切開に限って対応していた産婦人

科の分娩について、平成２６年４月に新たな常勤医師が赴任し、また、京都府立医科大

学からの非常勤医師による応援体制が充実されたことにより、１年ぶりに自然分娩の取

り扱いを再開することができました。 

綾部市にある救急告示病院２施設のうち１施設が救急告示病院を返上したため、当

院が綾部市唯一の救急告示病院となりました。そのため、市内の救急搬送患者のほと

んどが当院に搬送されることとなり、救急医療に対する当院の果たす役割がますます増

大することとなりました。常勤医師や臨床研修医師の減少等で救急医療提供体制の維持

が厳しくなっていますが、地域の健康を守るため、今後も救急医療の充実に努めます。 

来たるべき超高齢化社会に備えて医療提供体制の再構築を行うため、病床機能報告制

度がスタートし、当院でも病床機能分化の検討を開始しました。２６年度は現状の病床

機能を維持する方向で報告しましたが、今後も継続して地域における医療ニーズの現状

や課題、将来展望を十分に研究し、当院の進むべき方向性を検討していきます。 

地域医療連携におきましては、前方支援担当者を増員し、地域の診療所や施設への訪

問頻度を増やしたり、病院広報誌に開業医の紹介ページを設けるなど連携強化に努めま

した。また、地域の病医院や施設等が連携、協力して診療等を進める京都府の地域連携

パス（脳卒中、大腿骨近位部骨折）に参加しました。がん相談支援センターとして、が

んサロン「えがお」も定期的に開催しました。 

第三者的な立場で診療体制や病院運営を評価する病院機能評価につきまして、平成１

６年に認定を受けてから、２回目となる更新審査を６月に受審しました。２６年度の病

院重点目標の一つに掲げ、全職員を挙げて再点検や改善等に取り組んだ結果、無事に更

新認定を取得することができました。 

平成２４年度に着手した病院第４次整備工事につきまして、予定工期に若干の遅れが

生じましたが、８月には増築棟が完成し、引き続いての既存棟改修工事につきましても、

一部の工事が次年度に持ち越すこととなりましたが、概ね年度内に終えることができま

した。そのほか施設設備整備では、電子カルテシステムの更新や、看護師宿舎（位田寮）

の改修工事等を行いました。 

経営面では、第４次整備工事の影響で患者数減少が危ぶまれましたが、医師、看護師

をはじめとする職員の努力により、前年度よりも入院患者を増やすことができ、前年度

を上回る収益を確保することができました。支出面では、消費税率の引き上げや人事院

勧告による職員給与費の引き上げ等により、大幅に費用が伸びることとなりました。 

 



２ 病院の診療状況 

項    目 平成２６年度 平成２５年度 差  異 

入 
 

院 

年間延患者数(人) ６１，８０２ ６１，２７７ ５２５ 

１日平均患者数(人) １６９．３ １６７．９ １．４ 

平均在院日数(日) １４．９ １５．６ △０．７ 

病床利用率(％) ８２．２ ８１．５ ０．７ 

外 
 

来 

年間延患者数(人) １５６，１６４ １５７，４０５ △１，２４１ 

１日平均患者数(人) ５３４．８ ５３７．２ △２．４ 

時間外救急患者数(人) ７，１２５ ７，０５７ ６８ 

 うち、救急車搬送患者数(人)  １，４６４ １，３６７ ９７ 

手術件数(件) １，６４５ １，６１９ ２６ 

 うち、全身麻酔（件） ９１７ ９７５ △５８ 

分娩件数(件) ４６ １７ ２９ 

人間ドック利用者数（人） ２，２５５ ２，２９９ △４４ 

 

３ 訪問看護ステーションの活動状況 

項    目 平成２６年度 平成２５年度 差  異 

年間延利用者数(人) ６８７ ６７０ １７ 

年間延訪問回数(回) ４，２０７ ４，０１２ １９５ 

年間延ケアプラン作成数(件) ９９９ ８２３ １７６ 

 

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 ９４ ７９０（８．４） 

市立奥上林診療所(故屋岡町) 木曜日 ５０ ６７５（１３．５） 

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２日 西町ＩＴビル 

ＦＭ放送健康番組出演 年７回 ＦＭあやべ 



６ 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 H26. 5. 1 

(決議日) 

評議員８人 

(表決者) 

議案第１号 

「公益財団法人綾部市医療公社評議員の辞任に

伴う新たな評議員の選任に関する件」 

議案第２号 

「公益財団法人綾部市医療公社理事の辞任に伴

う新たな理事の選任に関する件」 

H26. 6.13 評議員７人 

監 事１人 

理 事３人 

議案第３号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２５年度事

業報告及び決算に関する件」 

H27. 3. 3 評議員７人 

監 事１人 

理 事３人 

議案第４号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度事

業計画及び収支予算に関する件」 

議案第５号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２６年度収

支補正予算(第１号)に関する件」 

理事会 H26. 4.21 

(決議日) 

理 事６人 

(表決者) 

議案第１号（書面による表決） 

「公益財団法人綾部市医療公社評議員の辞任に

伴う新たな評議員選任候補者の推薦に関する

件」 

議案第２号（書面による表決） 

「公益財団法人綾部市医療公社理事の辞任に伴

う新たな理事選任候補者の推薦に関する件」 

議案第３号（書面による表決） 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２６年度第

１回評議員会の開催に関する件」 

H26. 5.27 理 事５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２５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２６年度第

２回評議員会の開催に関する件」 



H26.11.26 理 事６人 

監 事３人 

議案第６号 

「公益財団法人綾部市医療公社寄附金等取扱規則の

制定に関する件」 

議案第７号 

「公益財団法人綾部市医療公社資金運用規則の制定

に関する件」 

議案第８号 

「公益財団法人綾部市医療公社特定準備資金及び資

産取得資金取扱規則の制定に関する件」 

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」 

H26.12.22 

(決議日) 

理 事６人 

(表決者) 

議案第１０号（書面による表決） 

「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」 

H27. 2.23 理 事６人 

監 事２人 

議案第１１号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２７年度事

業計画及び収支予算に関する件」 

議案第１２号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２６年度収

支補正予算（第１号）に関する件」 

議案第１３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１４号 

「公益財団法人綾部市医療公社平成２６年度第

３回評議員会の開催に関する件」 

監査 
H26. 5.15 監事 ３人 平成２５年度決算監査 

H26.11.21 監事 ３人 平成２６年度中間監査 

※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２６年５月１２日～１３日 対象：平成２５年度 

         平成２７年２月１２日～１３日 対象：平成２６年度上半期 

 

 

 

 

 



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

区   分 H27.4.1現在 H26.4.1現在 H27.4.1新採 

医   師 ３４（３） ３２（６） ５（１） 

診療放射線技師 ７ ７ １ 

臨床検査技師 １３ １２  

臨床工学技士 ６ ６ １ 

理学療法士 ７ ７  

作業療法士 ３ ２ 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 ９ １０  

助産師 ８ １０  

看護師 １７９ １７１ １２ 

准看護師 ２ ２  

事務職員 ２０ １９ １ 

合   計 ２９４（３） ２８４（６） ２１（１） 

（※ 医師（ ）は研修医 外数）  

 

 

  



８ 平成２６年度の主な行事等 

 ・産婦人科自然分娩の取り扱い再開（４月） 

・第４次整備増築棟と既存棟の接続工事に伴い病床を２０床閉鎖（５月） 

・常熟市医療衛生交流団来綾（５月） 

・綾部消防合同の大規模災害受入れ訓練実施（６月） 

  ・病院機能評価訪問審査受審（６月） 

  ・鴻巣院長が全国自治体病院協議会京都府支部長に就任（７月） 

  ・山形県寒河江市議会による視察（病院運営）（７月） 

  ・外来ホールで職員による七夕コンサート開催（７月） 

・河野泰之診療部長が全国自治体病院協議会へき地医療功労者表彰を受賞（８月） 

・第４次整備事業増築棟完成式（９月） 

・電子カルテレベルアップ（９月） 

・病院機能評価認定証交付（９月） 

・関西テレビ「アンカー」による野球肘外来の取材（１０月） 

  ・綾部市総合防災訓練参加（１１月） 

  ・世界糖尿病デー「知っ得、糖尿病 あなたの身体は大丈夫？」開催（１１月） 

・京都府政策法務課による公益法人移行後最初の立入調査（１１月） 

・外来ホールで職員によるクリスマスコンサート開催（１２月） 

  ・第４次整備工事病棟改修工事完了（１２月） 

  ・病棟２０６床での運用再開（１月） 

  ・電子カルテ更新（２月） 

  ・石川県公立能登総合病院による視察（２月） 

  ・当院で京都府北部地域医療人材育成センター研修会開催（２月） 

・外来カルテの電子化（３月） 

・看護師寮（位田寮旧棟１２室）改修工事完了（３月） 


