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【１】事業活動報告
（１）事業活動の概況
信和会は、１６年度到達を踏まえて、事業計画の推進として以下の品質目標（９つの柱と１９の小項目）を掲げて、そ
の実践のために全力を挙げました。品質目標には含まれていませんが、前年度からの継続した課題として、新たな介
護事業・住まいと地域密着サービス分野の看護小規模多機能施設を具体化するプロジェクト（介護部）と事業所間連
携―とりわけ第二中央病院と茶山のさとの事業連携の推進を重視して取り組みました。 これらを取り組むに当たって
は、引き続き PDCA サイクルーPlan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）―の運用を重視し、
四半期ごとにそれぞれの課題の進捗状況を集約し、到達を踏まえて次の四半期方針を策定して実践する仕組みと体
制を鮮明にしました。
信和会は、１７年度の事業計画の柱として、「2018 年医療・介護の同時改定に動じない！－健康づくりからはじまる
さまざまなライフステージを支える力を向上させ、これを脅かす社会保障と憲法の改悪に立ち向かおうー」をスロー
ガンに、
１、患者・利用者一人一人の最期の在り方を、ともに悩み、考え、支えあう力を向上させる。
（ア）緩和ケア・終末期・看取りのいずれかにかかわる研修を、法人常勤職員及び週 20 時間以上の勤務者 20％
修了を目指す。（看護部）
（イ）全職場・部署で、看取りのカンファレンスないしは看取り振り返りの事例検討会への年間ののべ出席者数目
標を、法人内のもの・法人外のものそれぞれについて設定する。（看護部）
２．事業を進捗させ、予算を達成する。
（ア）全エリア黒字予算をたて、達成する。（財務部）
（イ）南館リニューアルを成功裏に進捗させる。（第二中央常務会）
（ウ）東山リニューアルを実現する。（東山管理委員会）
（エ）2018 年医療介護同時改定の動向を研究し、確実に準備を進める。（改訂対策チーム）
３．保健予防からはじまる様々なライフステージを通じて働き盛りの方や地域住民の健康を支える力を向上させる。
（ア）二次健診受診者（どこでどんな健診を受けたかを問わず、健診で要精査・要加療の判定が出たので法人の
何らかの外来を受診された方）数、前年度比 2 割増（医療部）
（イ）再度糖尿病新規管理 100 名。ＨｂＡ1ｃ目標値の達成率を掌握できる体制づくりを目指す。（看護部・情報シス
テム部）
（ウ）お達者健診 200 件、2 回目受診者 100 件（共同組織部）
①職員外サポーター養成 40 名
②法人外事業所との共催の形の実現を目指す。
（エ）認知症サポータ―ないしは職種別研修修了、法人内常勤職員及び週 20 時間以上の勤務者の 75％（看護
部・介護部）
（オ）在宅訪問診療管理件数 100 件増（医療部）
４．法人内外での連携力・協働力を向上させる。（看護部・医療部）
（ア）病棟・往診センターおよび各診療所は、患者・利用者の行き来のある医療機関・介護事業所とのカンファレ
ンス・事例検討・地域ケア会議・交流できる学習会への参加や自身での企画について目標を設定する。前
述の看取り関連の目標と重複してかまわない。
５．介護事業所におけるコンプライアンス向上を図る。（介護部）
（ア）介護現場におけるインシデント・アクシデントの法人内報告・処理の迅速化と集団的検討の強化を図る。
６．困難を抱える方にとことん寄り添い、健康における社会的決定要因（ＳＤＨ）の観点を日常的な診療と介護にこ
れまで以上に反映できる仕組みづくりを検討する。
（ア）京都民医連にも問題提起し、観点の反映された情報収集のフォーマット（問診票など）の開発に取り組む。
（医療部）
（イ）潜在的に困っている方が相談しやすくなる掲示物を事業所用・地域用に開発する。（運動部・共同組織部・

総務部・医療部）
（ウ）新規無料低額相談事業相談件数を増やす。（事務部・総務部）
（エ）社会的要因と関連した手おくれ疑いないしニアミス事例の日常的集約を図り、医療介護診療科問わず年間
で 10 件の取り組み事例を蓄積する。（運動部・医療部・介護部・事務部）
７．2016 年度着手した接遇とコミュニケーションの改善の取り組みを継続・発展させる。
（ア）2016 年度の到達を踏まえ、2017 年度もさらに発展させた接遇月間の取り組みを予定する。（教育部）
（イ）内部監査を利用して各職場ごとに、今年度評価・見直しを行う患者・利用者向け帳票・冊子ないしは掲示物
をピックアップし、これを改善する。改善結果を患者利用者および次回の内部監査で評価を受ける。（iso 事
務局）
８．医活機能強化のために、医療部の構成に医師をはじめとする職種と中堅世代の補強を図る。（医師部・医療部）
９．共同組織とともに、それぞれの地域に根ざした健康づくりと街づくりの政策を具体化する。（運動部・共同組織
部・法人共同組織役員連絡会）
以上の９つの大きな柱を品質目標に掲げて実践しました。
品質目標を踏まえた予算の柱は、第二中央病院の建設計画で確認している経営計画とのズレ、公益社団法人の
ひとつの基準である負債総額を５０億未満に抑える必要性、今後の東山診療所新築資金などの要素を含めた１７年度
末での安定的な資金残高確保（月商倍率の１．５倍）と最低限の現預金残高を勘案して、最低目標を経常利益で
121,630千円（収益比2.3%）とすることを理事会として確認しました。格差や貧困が拡大し受診をためらう事態が進む中
で、公益社団法人としての活動をより重視し、無料低額診療事業や社会的貢献活動などを更に実践しました。
各エリア・事業所・各領域の事業のポイントは以下の通りです。この視点から、エリア・事業所の年間到達の分析と
総括、次期に繋がる課題を鮮明にする必要があります。詳細は、添付した別紙事業所報告を参照してください。
エリア・事業所
第二中央病院エリア

１７年度事業・予算のポイント
病院単体黒字」をめざし、2017 年度予算を検討―2018 年 10 月に 3 期棟、その後整備工事をへて完
成予定の第二中央病院リニューアル・東山診療所新築移転事業は、国が進める地域包括ケアと社会
保障費削減により、改訂のたびごとに大きな影響をうけてきた。収益が下がる一方、ベッド構成を変更
することや加算算定を進めるなど対応を進めてきた。しかし2016、2017年度は費用、特に高人件費率
の構造により、エリア黒字さえも遠い課題となっている。いま一度、リニューアル課題とあわせ病院単
体の黒字化する構造づくりの議論を開始したい。
事業としては
1)北 3 病棟の全床地域包括ケア病床へ
・2017 年 4 月 南 4 から 2 床を北 3 へ移設するベッドは、障害者病床へ
→ 北 3 病棟 50 床（地域包括 30 床・障害者 20 床）
・2017 年 10 月 北 3 病棟全床を地域包括ケア病棟へ（地域包括 50 床）
2)2018 年度改定動向の判断により、障害者病棟から一般または地域包括への転換
3)リニューアル後の緩和ケア開設にむけての準備
・緩和ケア病棟開設の人的配置計画。2018 年 10 月緩和ケア 21 床（新南 3 階）
・人的確保（採用計画=費用管理）
・教育（認定看護師）
4)回リハでの透析患者受け入れ
5)老健茶山のさと 70 床との連携
6)地域の中で医療・介護・在宅の切れ目のないサービス提供
・往診センター強化
・たんぽぽ
7)ベッドコントロールのシステムのみなおしと確立
品質目標としては
１．地域を支える急性期、回復期（地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟）の病棟を確立
し、これらが機能するための要となる新たな包括的退院支援システムを構築する。
２．往診センターを軸とした在宅医療・介護の発展と連携＃１
３．エリア事業所および茶山のさとの病床利用ネットワークの構築＃１＃３
４．外来・保健予防の充実
５．医療・介護の安全と質の向上
６．地域包括ケアシステムと街づくり、共同組織との協働の取り組みをつよめる

７．病院名称の検討を行なう
８．憲法を守りと社会保障改悪をゆるさず充実する取り組みをつよめる
川端診療所エリア

（1）ISO を事業所・職場目標達成のため推進し、職員育成を目的に学習会、研修を継続的に行
い、安心・安全の医療・介護を提供できる職場、環境づくりを行う
（2）共同組織と協力し安心でいつまでも住み続けられる地域づくりを進める。
（3）診療所予算を達成する。
（4）在宅管理件数を現在の 36 件から 37 件へと 3%増を目指す。関係する事業所と連携と最後
まで安心・安全に住める「終のすみか」の検討を開始する。
(5）外来患者数は月平均 609 件(2015 年度数値への回復)を目指す。送迎体制の整備と専門
外来の宣伝を広げる。
（6）透析患者は月平均 98 件を(2016 年度、現在 97 件)目指す。
（7）共同組織の健診を目標 200 件、事業所健診は年 60 件 550 名をめざす。健康を守る活動
を推進する。お達者健診は年間 40 名を目標とする。認知症の早期発見に努める。
（8）通所リハは 1 日平均 29 名利用で月 725 件とする。
移設・拡大の 1 年間を今年度は安定させる。利用者満足度を向上させスタッフのやりがいを高め
る。
（9）社会保障運動、平和、自治体要求運動をすすめ、住み続けられる街づくりをすすめる運動の
一翼を担う。
(10)居宅は予算を達成するために部門別経営資料に基づきを必要な経営努力と地域のネットワ
ークを強めていく。

東山診療所エリア

（１）患者・利用者の最後のあり方を、共に悩み、考え、支えあう力を向上させる。
（２）全事業所予算達成と東山診療所リニュアルを実現する。
（３）保健予防からはじまる様々なライフステージを通じて働き働き盛りのかたや地域住民の健康を支
える力を向上させる。
（４）法人内外で連携力・協同力を向上させる。
（５）介護事業所におけるコンプライアンス向上を図る。
（６）困難を抱える方にとことん寄り添い、健康における社会的決定要因（ＳＤＨ）の観点を日常的な診
療と介護にこれまで以上に反映できる仕組みづくりを検討する。
（７）2016 年度着手したコミニケーションの改善の取り組みを継続・発展させる
（８）共同組織とともにそれぞれの地域に根ざした健康づくりと街づくりの政策を具体化する。（以下の
目標を提案し友の会と協議する）

洛北診療所

＜行動計画より抜粋＞
（１）予算達成

（２）地域の健康を支える

（５）安心・安全で質の高い医療の実現
大宅診療所エリア

（３）地域連携

（４）困難に寄り添う

（６）共同組織とともに地域に根ざした健康、街づくり

（1）接遇向上と満足提供。どの職種でも最善の対応と説明を提供する。
（2）全職場・部署で連携力向上に取り組む
（3）地域の健康力向上を目指す。
（4）共同組織との協働で、安全で安心なまちづくりをすすめる。
（5）事業を進捗させ、予算を達成する。
（6）学習・社会保障。
事業計画
【大宅診療所】
（1）午前外来複数医師体制の維持。火曜午前佐本医師後任体制の確保。
（2）看護体制と機能確立。整形外科体制。診療補完と相談連携機能。通所リハビリ体制。
（3）通所リハビリ、地域要求と機能の見直し。2018年度対応は上半期ＰＪ立上と答申。
（4）地域ケア会議参加。他団体との連携強化。
【ケアＳＴ】
（1）ひまわり法人外事業所との連携強化。
（2）とまとのあり方法人討議。
（3）虹の経営改善法人討議。
（4）各事業所の営業、広報活動の強化。

茶山のさと

（１）看取りを含め、利用者の最期の在り方について、ともに悩み、考え、支えあう力を向上させる。
（２）療養強化型老健施設としての役割の発揮と、事業をささえる安定した経営をおこなおう。
（３）地域の中での「茶山のさと」の存在感アップ。利用者だけでなく利用者家族や地域住民の健康づ
くりの視点で取り組みをおこなう。
（４）コンプライアンス向上を図る。
（５）接遇とコミュニケーションをもっと良くしよう。
（６）共同組織とともに、地域に根ざした健康づくりとまちづくりに取り組む。
（７）防災をはじめとする安心安全のまちづくりに茶山のさとも役割を果たそう。

以上の事業と経営計画を進めるため、法人は法人常務理事会及び病院常務会の下に以下のプロジェクト（チー
ム）を設置し推進を図りました。
＜事業展開＞
①南館建設委員会 ＜継続＞
②東山新築移転プロジェクト ＜継続・共同組織役員参加の事業所内運営＞
③おたっしゃ健診プロジェクト会議 ＜継続＞
④住まい看護小規模多機能プロジェクト ＜継続＞
→18 年 5 月の常務理事会・理事会に答申を受けて検討する。方向性が一致すれば、18 年度「法人目標の２
（事業の目標）の３：法人中長期計画の策定を意識し、南館リニューアルに伴って確保した（田中ビ
ルを含めた）法人所有の病院周辺施設建物の法人的な有効活用方法の計画を確定する（病院グラ
ンドオープン時期までに）。―「本部目標」として具体化に着手する
⑤第二中央病院・茶山のさと連携協議 ＜新設＞
＜機能と運営＞
①保険薬局等他法人との懇談と共同 ＜継続―構成は変更＞
②共同組織・基金（協力金）ＰＪ ＜18 年 3 月末で終了＞
③ISO 課題の推進 ＜継続＞
⑤法人幹部人事検討チーム ＜継続＞
（２）事業計画・品質目標の実践と到達
品質目標の到達評価と課題整理は、四半期毎の到達分析と次四半期課題整理を毎回の理事会運営の中で鮮明
にして取り組みを積み重ねました。18 年度目標を検討する上では、第 3 四半期までの到達を踏まえた課題設定が
されました。併せて、各項目で数値目標をより鮮明にする中で、到達と課題に関する分かりやすい共有が促進され
ました。但し、ISO 認証審査でも指摘があったように、品質目標や数値目標数がかなり多く、全課題を総合的に進め
る上で相当の努力が求められました。
１７年度品質目標に関する到達は以下の通りです。
大きな柱

＜第 1 の柱＞
最期のあり方に
寄り添う

＜第２の柱＞
経営改善・予算

小項目

年度到達と評価

①勤者＋週20 時間以 法人全体で、29 回、述べ 283 名の参加ができた。第二中央病院エリア
上の勤務者の研修
と、訪問看護ステーションの参加は進んでいる。看護師以外の集約でき
20%終了
ていないところがあるが、参加も少ない。
②看取り CF・事例検
討会への参加目標の
設定

法人全体で70回、343名の参加でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行なっている。特に病院、
茶山のさと、たんぽぽ、どんぐりでは毎月のように意識してｶﾝﾌｧﾚﾝｽを開
催している。川端診療所、ひまわりでは 1 度も開催もされていない。

①全エリアで黒字計
上

確認している必要最低利益を確保することを絶対条件に、３月理事会に
提案し行政報告するテンポで進んでいる。

達成

②南館改築

2017 年度は南館リニューアル事業の中間点。第二期棟完成・運用の一
年であった。２０１７年 9 月に第二期棟の引き渡しを受けて、10/６、７，８，
９に一大事業である二期棟への移転作業を行なった。とりわけ最終日の
患者移送は、法人的な援助を受け無事事故もなく患者様を二期棟に移
送することができた。その後の第二期棟で運用では、劣悪な環境での運
用となっているが、外来では友の会の案内ボランティアの協力などで患
者減少も食止め運用ができている。3/3 には東側通路が開放され少しは
状況が改善されている。残り約半年間の工事で南館フルオープンとな
る。

③東山新築移転

友の会とのＰＪは 2 回開催。現在、○○ガレージの物件について検討中。
7 月には返事をするよう期限を設定されている。。過去に検討した物件に
ついても新たに調査・検討をしている。

④１８年同時改定の情
報収集と対策の準備

必要な情報収集とチーム会議を実施し、医療と介護の連携課題を軸に対
応の検討を進めた。常務理事会及び法人事務長会議、法人予算検討会
での改定内容の説明、医局合宿での予算と改定対応の概要報告など例
年以上にきめ細やかな取り組みを実施した。

①2 次健診 20%増加

年度合計で 1,504 名(前年度比 120.2%)となった。わずか 3 件ではあるが
目標数を超過した。しかし事業所別では差異がみられた。洛北診療所、
大宅診療所は当初目標の 20%増に大きく到達している。第二中央は 7%
増、川端診療所はわずかではあるが(4.4%増)到達した。東山診療所は約
6 割弱台で推移し未到達となった。

②DM管理100名。Hｂ
A1c 目標値への達成 今年度は、糖尿病患者登録・HbA1C の目標値ともすすまなかった。ｼｽﾃ
率を掌握する仕組み
ﾑにしていくしくみが困難。
づくり
＜第３の柱＞
地域の健康を支
える

＜第４の柱＞
連携と協働の前
進

<第５の柱＞
介護事業所のコ
ンプライアンスの
向上

③お達者健診200 件・
2 回目 100 件・職員外 お達者健診は全体で目標比 45％ サポーター養成は 66.7％の到達とな
サポーター養成 40
った。東山や茶山で養成が出来なかった。
名・外部との共催
④認知症サポーター
常勤＋20 時間以上勤
務者の 75%

法人全体の到達は、対象603 名に対して 360 名・５９．７％となり目標値に
は届かなかった。第二中央病院は、認知症ケア委員会が継続して学習
会を開催し増加しているが、その他の事業所は、報告なく増えていな
い。とりわけ川端と茶山が低い到達。集計の仕方に工夫が必要かと考え
る。

⑤在宅訪問診療管理
数 100 件増

2016 年度実績から純増 100 件増を数値目標とした。結果的には 606 件
+100 件の 706 件目標に対して 659 件(前年比 108.7%、目標比 93.3%)の到
達となった。事業所別では第二中央病院が大幅に増加(53 件)、微増が東
山診療所(1 件)、大宅診療所が(3 件)に対して川端診療所(±0 件)、洛北
診療所(-4 件)と事業所間で開きが現れた。

他事業所との合同
CF・事例検討会・地域
ケア会議等へ参加目
標を設定して取り組む

南包括支援センターでは積極的に地域の開業医、訪看などと連携して
いるが、他の包括（学区）ごとの、地域ケア連絡会への参加の意識付けが
弱いのではないか。連携課題である。

インシデント・アクシデ
ント・迅速化・集団検
討

法人全体で 11 例の集約。泉涌寺湯 DS2 件(転倒骨折・打撲）高原 DS２件
（離設・転倒骨折）・川端通リハ２件（転倒骨折・転倒裂傷）・茶山療養 3 件
（転倒骨折・転倒外傷性くも膜下出血・介助中骨折）茶山通リハ 2 件（車内
事故・脱臼）発生。介護賠償保険利用に至った件は２件・交通事故賠償１
件。事故発生直後から法人介護責任者に対して事故報告し、内容検討
の上で行政報告をしていくことが、システム化できた。

＜第６の柱＞
困難に寄り添い
SDH の視点を強
める

①情報収集フォーマ
ットの作成

取組の開始時期が遅かったこともあり年度内作成は困難となった。2018
年度の早い時期に作業を完了させる。

②掲示物・宣伝物の
作成

無低パンフの更新は内容検討されたが現パンフを使い切る方向で更新
に至らなかった。事業所・団体訪問や学習会も実践されている。事業所
利用されるすべての方に知らせる宣伝物（掲示物など）は十分な検討が
できなかった。

③新規無料低額診療
事業の相談数を増や
す

無低担当者の会議（茶山、第二診療事務、第二連携室、総務部）を開催
してきた。無低ガイドラインを作成し、看護部研修に参加し無低事業の紹
介を行った。看護部、教育部と共同して困難事例をＳＤＨの視点で深め
るグループワーク企画を２回開催した。各事業所の無低事業担当者の集
まりを２回持ち、京都市の立入検査対策や日常の相談事項での課題の
共有化をおこなった。（今後年２回程度の定期開催を目指す）

法人的には 2 回の「集会」を実施したが、日常的に事例を集約していくに
④手遅れ（ニアミス）事
は至らなかった。「SDH・健康権」の視点で事例を捉えていくために 2018
例を日常的に集約し
年度は、看護部主催の病院師長・法人看護責任者合同研修（6 月予定）
年間 10 件以上を蓄積
に看護以外の管理者も参加し、職場での実践に活かせるようにする。（す
する
べての職場管理者が研修に参加し、職場に持ち帰る）

＜第７の柱＞
接遇・コミュニケ
ーションの前進

＜第８の柱＞
化

①接遇月間の継続実
施

2017「接遇月間」部署の取組、職場自主点検の取組を事業所管理者が共
有できるようにフィードバックする。接遇月間の評価は職全体でおこなわ
れたが、職場自主点検は職場責任者の評価となりますので、事業所管理
部の受けとめが重要。

②内部監査で改善結
果の評価

昨年に続き、内部チェック項目に挙げて、2 月からのＩＳＯ内部監査で実
施。各職場で挨拶の徹底、標語を掲げての徹底、コミュニケーション研
修、ロールプレイの実施、朝礼で徹底など実施状況が確認された。Ｄ→
Ｃ→Ａの流れになりつつある。今後教育部へのフィードバックが必要。

医療部の活性化・機能強

＜第９の柱> 共同組織とともに、それぞ
れの地域に根ざした健康づくりと街づくり
の政策を具体化する。

2017 年度は医師及び、事務系での部運営となってしまったが、2018 年
度から看護系及び、技術系が参加した部運営を進めていく。
各事業所と友の会で目標を設定できた。月間総括でそれぞれの進んだ
点を交流したが 3 月の連絡会では 2017 年度まとめてと 2018 年度方針の
協議に終わった。

数値目標への到達は以下の通りです。
第１の柱① 緩和・終末期・看取りの研修会参加
事業所･エリアの総括会議や学習会の開催もされているが、看護部以外の参加が少なかった。20%の目標に到
達していない事業所は、川端診療所・大宅診療所のみである。全体でいえば 20%を達成した。
第１の柱② 看取りカンファレンス・事例検討会への参加と件数
第二中央病院･茶山・たんぽぽ・どんぐり・東山診・大宅診では、事例検討・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを対象事例があるごとに実
施することが意識づけられている。洛北診・川端診・ひまわりでの開催なかった。看取りの患者・利用者がほとん
どない状況ではあるが第二中央病院や地域の病院でなくなられたあとの情報共有としても参加するよう位置づ
けていただきたい。
第 3 の柱① 2 次健診２０％増
年度合計で 1,504 名(前年度比 120.2%)となった。2016 年実績の 1,501 件の 20%増目標として 1,501 件を到達目
標とした。結果はわずか 3 件ではあるが目標数を超過した。しかし事業所別では差異がみられた。洛北診療所、
大宅診療所は当初目標の 20%増に大きく到達している。第二中央は 7%増、川端診療所はわずかではあるが
(4.4%増)到達した。東山診療所は約 6 割弱台で推移し未到達となった。
第３の柱 お達者健診 200 件・2 回目 100 件
事業所目標の合計は２回目も合わせ 198 件 到達は合計目標比 81.8％となった。洛北、東山、茶山で０件と取り
組めなった。大宅は事業所目標比 114.0%、第二中央病院 158％と超過達成をした。川端 65.0％となった。

第３の柱② DM 新規患者管理数 100 名
新規外来患者数に見合う目標数になっていなかったため、洛北診・川診・東山診は達成できなかったが、大宅診
と第二中央病院が大きく前進したため全体の目標は達成した。
第３の柱③の１ 職員外サポーター40 名の養成
法人目標は４０名であったが事業所目標の合計は２７名で到達は事業所目標合計の 67.5％、法人目標に対し
32.5％に留まった。川端、大宅は目標を超過達成した。その一方で洛北、東山、茶山で取り組むことが出来なか
った。
第３の柱③の２ 法人外事業所との共催回数
法人外事業所との共催は１件に留まった
第３の柱④ 認知症サポーターないし職種別研修終了７５％
法人全体の到達は、対象 603 名に対して 360 名・５９．７％となり目標値には届かなかった。第二中央病院は、認
知症ケア委員会が継続して学習会を開催し増加しているが、その他の事業所は、報告なく増えていない。とりわ
け川端と茶山が低い到達。集計の仕方に工夫が必要かと考える。
第３の柱⑤ 在宅訪問診療件数 100 件の純増
2016 年度実績から純増 100 件増を数値目標とした。結果的には 606 件+100 件の 706 件目標に対して 659 件(前
年比 108.7%、目標比 93.3%)の到達となった。事業所別では第二中央病院が大幅に増加(53 件)、微増が東山診療
所(1 件)、大宅診療所が(3 件)に対して川端診療所(±0 件)、洛北診療所(-4 件)と事業所間で開きが現れた。新規
導入２５５・中止２０２で年間を通して５３の純増となりました。純増１００には届きませんでしたが、品質数値目標に
掲げ追求する中で、予想される中止数を見越した新規導入者の確保という意識が多くの事業所で共有されまし
た。
第４の柱① 他医療機関・介護事業所とのカンファレンス・事例検討会・ケア会議・交流会への参加数と件数
洛北診療所は、地域や他事業所との連携を意識的に行なっている。どんぐりは「東山 SML」のコアﾒﾝﾊﾞｰや地域
ケア会議への参加の毎回参加など、地域での連携を行っている。東山診とどんぐり・大宅診とひまわりの連携な
ども行なっていると考えるが、片方の数値が 0 のままであった。身近な連携を一番に行なっていただき、地域との
連携もエリアとしてｽﾑｰｽﾞにできることが望ましいと考える。川診の透析と病院との連携などｶﾝﾌｧﾚﾝｽとして位置
づけが出来ることが望ましい。
第５の柱 介護現場のコンプライアンスーインシデント・アクシデント
法人全体で 11 例の集約。泉涌寺湯 DS2 件(転倒骨折・打撲）高原 DS２件（離設・転倒骨折）・川端通リハ２件（転
倒骨折・転倒裂傷）・茶山療養 3 件（転倒骨折・転倒外傷性くも膜下出血・介助中骨折）茶山通リハ 2 件（車内事
故・脱臼）発生。介護賠償保険利用に至った件は２件・交通事故賠償１件。事故発生直後から法人介護責任者に
対して事故報告し、内容検討の上で行政報告をしていくことが、システム化できた。
第６の柱③ 新規の無料低額診療事業の相談件数
第二中央エリアは、歯科の奮闘がある一方、基準の認識のずれがあり、その後の扱いについて相談室との連携
が課題となっている。診療所は、数は多くないが、洛北診のように地域との連携の工夫で浸透の努力をしている
例が見られる。今後、無低担当者の打ち合わせを定例化し（次回 6 月 6 日）、経験交流や、無低事業の啓蒙企画
などの相談を行っていく。数値的には、無低基準の”無料の健康相談”の把握をおこない（基準は月 1 回程度）、
啓蒙と合わせて促進を図る指標と考えたい。
重要な施設課題である第二中央病院南館の改築事業は、若干の遅れがありますが順調に進行しました。17年度そ
のものは第二期棟の完成と運用が始まりました。9月に第二期棟の引き渡しを受けました。その後の第二期棟運用は、
劣悪な環境での運用となっているが、外来では友の会の案内ボランティアの協力などで患者減少も食止め運用がで
きている。3/3には東側通路が開放され少しは状況が改善されている。残り約半年間の工事で南館フルオープンとな
る。18年度は、改築事業を確実に完了させ、地域包括ケア時代への対応を含む新病院構想の安定した運用をすす
めていく重要な1年となります。
東山診療所の新築移転課題については、複数の土地情報が寄せられましたが、確定には至っていません。共同
組織役員会を含めた建設プロジェクトを再編し、検討を進めました。
１８年度は敢えて「品質目標」を「目標」と置き換え、「力を合わせて憲法改悪阻止・社会保障充実の運動を広げ、つ
ながりを強めて地域に根ざす信和会事業を発展させよう！～事業・経営・街づくりの各分野にわたって、共同組織と
の協力関係を一層強化して前進しよう～」をスローガンに、質目標・事業目標・組織強化と理念的活動目標の３つの分
野で７つの小項目に目標を絞り込み、推進を図る母体や進捗の集約は、「共通目標」「本部目標」「個別要請目標」の3
区分でより分かりやすく取り組みを改善します。又、17年度追跡した往診件数と2次健診数については、18年度も医療

活動推進の重要な課題であり、医療部として数値の集約と分析を継続することとしています。
（３）各事業所の概況については、事業所毎の年度決算資料をご参照ください。
【２】法人組織の概況
(1)社員総会、理事会、常務理事会の開催状況と決議
１)社員総会の決議
開催日時
１７年０６月３０日（定時）
２）理事会の開催状況
開催日時
１７年０６月３０日
（第１回）
１７年０７月２５日
（第２回）
１７年０９月２６日
(第３回)

社員総数
１２０名

出席(本人､委任)
１２０(１００％)

定数
２５

出席
２１

２５

２２

２５

２３

１７年１１月２８日
(第４回)

２５

１９

１８年０１月２３日
(第５回)
１８年０３月２７日
（第６回）

２５

２４

２５

２２

１８年０６月２２日
（第７回）

２５

２３

平均出席率

３）常務理事会の開催状況 0
開催日時
１７年０７月 19 日
(第１回)

８８．０％

定数
9

出席
８

１７年０８月２９日
(第２回)
１７年０９月１９日
(第３回)

9

８

9

７

１７年１０月１７日
(第４回)

9

９

１７年１１月２１日
(第５回)

9

８

重要な議事・決議事項
１６年度事業報告・決算報告・定款変更・役員選出

重要な議事・決議事項
理事長・副理事長・専務理事・常務理事の互選、機関会議運営とオ
ブザーバー参加者の確認。
ST こでまり居宅介護重度訪問介護の届出、第１四半期状況、H 氏
の理事就任見送り、九州北部豪雨災害基金の取り組み。
１７年度法人品質目標の進捗と課題、HS とまとの事業廃止・第二中
央病院改築事業の進捗及び融資実行状況、秋の共同組織月間の
取り組み。
上半期経営到達と下半期対策、監査報告、事業計画及び品質目標
の進捗、1８年度予算・事業計画編成のテンポと品質目標の柱、秋
の共同組織月間、賞与短期借り入れ。
第 3 四半期状況、18 年度事業計画と予算、18 年度法人目標の確
定、秋の協同組織月間の取り組み総括。
17 年度経営・事業状況、法人品質目標の進捗、18 年度事業・予算
の確定、HS とまと廃止に伴う定款変更、18 年度定時社員総会の招
集（6/20 18:00-）、18 年度法人機関運営日程及びオブザーバー参
加者の補充。
17 年度事業・経営決算

前期 ８６．０％

重要な議事・決議事項
出向人事、茶山のさと施設長及び大宅診療所事務長の交替、第二
中央病院副事務長の新設、第１四半期経営/品質目標の進捗状
況、南館改築。
事業・経営状況、南館改築計画、ISO 再認証と改善報告、共同組織
月間方針、法人幹部人事、ハラスメント事例。
経営課題、上半期監査準備、品質目標の進捗、南館改築事業、
ISO認証継続に関する意見整理、法人ハラスメント防止委員会の確
立と規定見直し。
秋闘対応、上半期経営到達と下半期課題、南館改築事業、共同組
織月間、個人情報管理上の課題、法人幹部人事、有期労働契約の
無期転換ルールへの対応。
秋闘対応、上半期決算、資金繰り・賞与借入、防災学習会、１８年
度予算編成テンポ、ISO マネジメントレビュー、南館改築事業、年

１７年１２月１９日
(第６回)
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９

１８年０１月１６日
(第７回)

９

８

１８年０２月２０日
(第８回)

９

８

１８年０３月２０日
(第９回)

９

９

１８年０４月１７日
(第１０回)

９

９

１８年０５月１５日
（第１１回）

９

９

１８年０６月１９日
（第 12 回）

９

９

平均出席率

９３．５％

末路上生活者支援行動。
１８年度（品質）目標素案、１８年度予算編成の課題とテンポ、南館
改築事業、東山土地情報、改定個人情報保護法への対応、終生
透析への法人的対応。
春闘課題、看護奨学生確保定数、経営課題、１８年度（品質）目標
の確定、利益予算及び引き当て数値の確認、南館改築、法人幹部
人事、教育月間。
洛北診療所所長交代、講師養成講座、経営状況、18 年度予算検
討状況、法人幹部人事、韓国グリーン病院見学団（第二・茶山・法
人本部）の受け入れ。
経営課題、法人総務部長/STたんぽぽ所長・STどんぐり所長・川端
看護師長の交代、総合ケア ST 山科南及び ST とまとの事業廃止、
１７品質目標の進捗、18 年度事業と予算、リハビリ奨学生確保、18
年度法人機関運営日程、南館改築、１８年度新入職員オリエンテ
ーション。
春闘対応、くらしサポートセンターふきのとうの総合事業認可、看
護師確保、部委員会の 17 年度総括と 18 年度方針、経営状況、決
算監査準備、ISO17 年度PDCA賞、京都市認知症初期集中支援事
業の受託申請、5 月路上生活者支援行動。
１７年度決算・事業総括、定時社員総会運営、住まい看多機プロジ
ェクト答申、18 年度経営状況、法人目標の進捗。
定時社員総会準備、法人マネジメントレビュー、1８目標第 1 四半期
到達と次期の課題整理。
前期 ９７．２％

社員総会、理事会、常務理事会とも定期的な開催・運営を行いました。社員総会は１００％参加が継続されました。
理事会は、定時社員総会で新理事を選出（定数 25 名・1 名欠員）しました。年間を通した理事会参加は８６．０％から８
８．０％と前進しました。常務理事会は９７．２％から９３．５％となりました。
常務理事会運営を補完し課題遂行する目的で、法人事務系常務理事・事業所事務長・病院事務長室・本部員合同
会議を毎月定例開催しました。本部事務局常駐管理者会議も月次で開催しました。日常的な課題調整と幹部人事体
制を検討することを目的に、幹部人事検討チーム会議を引き続き開催しました。
各部・委員会は定期開催され、諸課題の遂行に当たりました。１７年度年度総括と１８年度方針を確定し、新年度の
課題を鮮明にしました。
全期間を通して、１７年度事業計画の推進を図る運営が貫かれました。病院南館改築事業の課題が年間を通した
特徴です。経営課題や品質目標の実現については、四半期毎に到達と課題を鮮明にして取り組みました。
（２）施設の状況
１）施設
２０１7 年度中にヘルパーステーション（総合ケアステーション山科南）1 件を廃止しました。
施設名

所在地

開設年月日

法人本部
京都民医連第二中央病院

左京区田中飛鳥井町 89
左京区田中飛鳥井町 89

ケアプランセンター飛鳥井
京都市左京南地域包括支援センター
京都民医連あすかい診療所

左京区田中玄京町 106-2
左京区川端通夷川上新生洲町 97
左京区田中飛鳥井町 43-7

1955 年 1 月 12 日
1955 年 7 月 11 日
(病院名変更)
1997 年 5 月 1 日
2000 年 4 月１日
2006 年 4 月 1 日
1999 年 11 月 19 日

京都民医連あすかい歯科
川端診療所
京都民医連洛北診療所
訪問看護ステーションたんぽぽ
訪問看護ステーションたんぽぽ併設ヘ
ルパーステーションこでまり
訪問看護ステーションひまわり
高原デイサービスセンター
東山診療所
訪問看護ステーションどんぐり
訪問看護ステーションどんぐり併設ヘル
パーステーションくるみ
泉涌寺湯デイサービスセンター
大宅診療所

田中デイサービスセンター
介護老人保健施設茶山のさと
訪問看護ステーションひまわり
ケアプランセンター虹
ヘルパーステーションとまと

同上
左京区川端通夷川上新生洲町 100
左京区岩倉忠在地町 529
左京区田中里の前町 43
変更→田中玄京町 106-2
左京区田中里の前町 43
変更→田中玄京町 106-2
左京区川端二条上ル新生洲町 104
リヴァク鴨川Ⅱ １階
左京区田中高原町 26
東山区今熊野宝蔵町 43
東山区今熊野椥の森町 7-14
東山区今熊野椥の森町 7-14

2004 年 10 月 1 日
1954 年 5 月 7 日
1996 年 10 月 31 日
1993 年 8 月 31 日
2000 年 4 月 1 日
2001 年 7 月 1 日
2014 年 2 月 28 日廃止
2003 年 2 月 1 日
1952 年 7 月 27 日
1996 年 3 月 31 日
2000 年 4 月 1 日

東山区泉涌寺東林町 20-16
山科区大宅早稲ノ内町 2

2003 年 2 月 1 日
1984 年 7 月 2 日
(法人開設)
2002 年 3 月 1 日
左京区田中玄京町 106-2
2011 年 3 月 1 日開所
2016 年 7 月 31 日廃止
左京区田中上大久保町 15
2011 年 11 月 3 日開所
山科区小野西浦６８－８ レジデンス１ 2014 年 7 月１日開所
階奥
2014 年 10 月１日移行
山科南総合ケアステーション内
2014 年 10 月１日移行
2018 年 3 月 31 日廃止

２）施設数の推移
２０１7 年度中にヘルパーステーション 1 件を廃止したため、施設数は１6 から１5 へ減少しました。
09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度
病院
１
１
１
１
１
1
１
１

17 年度
1

医科診療所
歯科診療所（併設）
訪問看護ステーション
ヘルパー派遣事業
デイサービスセンター
介護老人保健施設

５
１
３
２
２

６
１
３
２
２

５
１
３
２
３
１

５
１
３
２
３
１

５
１
２
２
３
１

５
1
3
3
3
1

５
１
３
３
３
１

５
１
３
３
２
１

5
1
3
2
2
1

施設数合計

１４

１５

１６

１６

１５

１７

１７

１6
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３）介護保険指定事業所
機能統合や事業変更に伴う年度内の届出は赤字で示しています。
サービス種別

事業所名

指定年月日

事業者番号

00/4/1

60690021

たんぽぽ併設

01/2/1

60890035

どんぐり併設

02/6/1

14102230

診療所併設

とまと

02/6/1

64190085

14/10/1 大宅診より移行
18/3/31 廃止

たんぽぽ

00/4/1

60690021

（介護予防）訪問介護
こでまり
（京都市介護予防・日常 くるみ
生活支援事業）
大宅診療所

（介護予防）訪問看護

備考

14/9/30 移行

ひまわり

01/7/1

60690070

どんぐり

00/4/1

60890035

洛北診療所

00/4/1

10606093

診療所併設 みなし指定

大宅診療所

02/3/1

14102230

診療所併設 みなし指定

ひまわり

14/7/1

64190085

14/7/1 新規開設

03/4/1

70600440

定員 25 名

03/4/1

70800198

定員 22 名

1１/3/1
00/4/1
09/3/1
12/11/21

70600713
10601342

あすかい診療所

16/6/1

10606342

定員 15 名 16/7/31 廃止
定員 40 名 みなし指定
定数 30 名 2 単位に変更
定員 30 名 1 単位に変更
１６/5/３１付け廃止
定員 35 名 みなし指定

川端診療所

10604080

東山診療所

00/4/1
09/3/1
16/4/1
00/4/1

大宅診療所
介護老人保健施設茶山のさと

02/3/1
11/11/3

14102230
50680099

00/4/1
11/11/2

10601342

11/11/3
00/4/1
02/3/1
02/3/1
00/4/1
00/4/1
10/1/1
16/10/1
00/4/1

50680099
10604080
14102230
64190085
60890035
70600572
10601342
10803013

06/4/1

00600023

11/11/3

50680099

（介護予防）通所介護
高原デイサービス
（京都市介護予防・日常 泉涌寺湯デイサービス
生活支援事業）
田中デイサービス
（介護予防）通所リハビリ 第二中央病院・なの花

（介護予防）短期入所療 第二中央病院
養介護
居宅支援事業

（介護予防）訪問リハ
（介護予防）
居宅療養管理指導
介護予防支援事業
介護療養型老人保健施設

介護老人保健施設茶山のさと
川端診療所
大宅診療所
ケアプランセンター虹
どんぐり
ケアプランセンター飛鳥井
第二中央病院
東山診療所
第二中央病院・あすかい・
あすかい歯科・川端・洛
北・大宅・東山
京都市左京南地域包括
支援センター
介護老人保健施設茶山のさと

（３）共同組織の状況 略
（４）役員の状況 略
（５）常勤職員の状況(各年度期末現在数)

10803013

14/2/28 付け廃止

定員 20 名 みなし指定
定数 30 名 2 単位に変更
定員 35 名２単位に変更
定員 28 名 みなし指定
定員 20 名 みなし指定
定員 30 名
（2013 年 4 月 1 日より定員 35 名）
廃止

診療所併設 14/9/30 移行
14/10/1 大宅診より移行
06/10/1 第二より移行
みなし指定
みなし指定
みなし指定
あすかい診 16/3/31 廃止、第二
中央病院へ 16/4/1 移行

略

【３】経営の概要
（１）経営活動の結果
17 年度決算結果は、経常利益で 12,045 千円・収益比 0.2％（前年 80,789 千円・1.5％）となり、2017 年度の資金予
定等を勘案して確認した必要最低目標である「経常利益で 121,630 千円（収益比 2.3%） 予算としては 142,356 千円
(2.5％)」に対しては大きな開きのある厳しい結果となりました。

前年比は 14.9％▲68,744 千円(前年 80,789 千円)、予算比は 8.5％▲130,311 千円(予算 142,356 千円)でした。
2017 年度は、南館建替えでも最大の 2期棟工事の年度でもあり、建設費にかかる消費税(89,995 千円)、3 期棟建設
開始にともなう旧南館の解体などによる除却損(123,465 千円)などの特別損失を処理しており、当期純利益は、△
199,585 千円の大きな赤字となりました。
事業収益は予算比96.0％・前年比100.9％となり予算は未到達、事業費用は同99.5％・同102.1％で予算範囲での
遂行となりました。収益構成は医業 77.2％・介護 22.8％で、2016 年度と比較すると事業所の統廃合（2016 年 9 月から
の田中ＤＳの廃止等)などの影響もあり、介護収益の比率が下がっています。
予算比較では、医業収益全体･介護収益全体ともに予算達成できませんでした(医業 97.0％、介護 92.8％)。ただ、
医業収益では保健予防収益と他医業収益、介護収益では他介護収益のみ予算達成となっています。
前年比較では、医業全体で 101.5％・介護全体で 98.9％と医業収益では前年実績より伸ばしていますが、介護収
益は前年実績を下回っています。医業・介護の各収益をみても、医業収益では入院･外来･在宅・保健予防･その他医
業収益等全ての収益で前年実績超過、介護収益では施設収益のみかろうじて前年実績超過。入院分野は、予算比
97.5％・前年比 100.5％で予算未達成、前年実績は 0.5％増(9,450 千円増)となりました。外来分野は、予算比 96.2％・
前年比 102.0％で予算未達成、前年実績は 2.0 増(40,030 千円)となりました。外来収益で予算達成は、医科では東山
診療所院のみとなっています。第二中央病院でも外来で前年比8.9％増、在宅10.6％増と伸ばしているものの予算に
届いておらず、在宅では予算比 89.2％と大きく乖離しています。保健予防収益は、唯一予算達成・前年実績超の収
益ですが、前年実績比では 109.4％と大きな伸びを見せています、第二中央病院･大宅診療所で 110％を超えていま
す。
介護分野は、介護収益全体で予算には大きく乖離(予算比 92.8％・△96,961 千円)しており、前年比較でも（98.9％
△14,335 千円）前年実績に届いていません。ただ、2016 年度は途中まで田中ＤＳの収益が（7,837 千円）が含まれて
いるため、実質は前年比で 99.5％△6,499 千円となります。唯一老健施設茶山のさとの施設収益の未 1,619 千円の前
年実績超過となりました。
事業費用については、予算比98.4％(▲88,743 千円) 前年実績比102.1％(111,413 千円)となりました。人件費は予
算費 98.2％・前年比 101.9％となり、材料費以外は予算内に抑えることが出来ました。
主な決算修正では、近畿高等看護専門学校の損失補填 4,651 千円、第二中央病院南館にニューｱﾙに伴う旧南館
等の除却損 123,465 千円の計上、設備投資ともなう消費税 89,995 千円の特別損失計上と、賞与引当金の修正、予定
した投資控えや建設関連の未実行などにより減価償却費の修正などを実施しました。
なお昨年同様今年度も退職引当金の基準変更に伴う処理分 56,743 千円の特損への振替は行いませんでした。
予算上の第２の柱である、全エリアで黒字確保については、川端エリア・東山エリア・大宅エリア・洛北・茶山・本部
で黒字計上しましたが、第二中央エリアでは黒字確保は出来ず、全体としては課題の達成は出来ませんでした。第
二中央エリアについては、事業収益は前年比では伸ばしているものの、予算比では大きな乖離があり、2017 年度は
更なる赤字計上となりました。茶山のさとは、2016 年 1 月より強化型を取得したことにより引き続き増収となっています
が、2017 年度としてはぎりぎりの黒字です。
財務状況 自己資本＋基金については、信和会基金が約 270 千円の増加がありましたが、当期純損益が△
199,585 円のため期首の 32.4％から 30.21％と昨年に続きさらに低下しました。南館建設に係わる消費税の特別損失
計上、旧南館の除却損など当初より大きな損失計上は予定していましたが、経常利益予算の大幅な乖離により予定
以上の低下となりました。
特定協力金は、募集停止後の 2017 年 2 月からは旧協力金の満期分の返済がはじまっており、旧協力金の約
410,000 千円のうち 311,703 千円の返済・基金への切替が終了しました。
銀行からの借入金については、例年どおりの賞与資金としての短期調達に加えて、第二中央病院の第三期工事が
はじまり、支払計画に基づき建設資金では810,400千円の銀行借入を行っています。ただし、京都信用金庫のつなぎ
融資(当座貸越)の 4 億円については年度末負債総額を 50 億円以内とするために、定期預金解約の中で一旦返済の
手続きを行いました。
資金状況については、全日本民医連の経営指標である短期指標等では問題のない状況ですが、期末の現預金残
高は 2016 年度末の 1,382 百万円から 718 百万円へと減少し、月商倍率は 3.0 倍から 1.56 倍へと下がっています。
これは、期末の負債残高 50 億円未満にするために一時的に行った返済のための定期預金解約(4 億円)の影響で、
実質的な残高は 1,118 百万円となります。予算作成時に算定した必要資金残高の約 1,000 百万円には若干増えてい
ますが、特定協力金の未返済分・東山診療所の新築移転(土地･建設費の高騰)を考えれば非常に厳しい到達です。
また、キャッシュフロー計算書によると、この間の退職金の増加により影響もあり事業活動によるキャッシュが減って
きており、対事業収益比率では 2015 年度の 6.9％、2016 年度の 5.3％から 4.2％へと減少しています。南館建設資金
の返済が始まると、長期借入の返済が年間約 1 億円増加し 2 億円となり、リース料(約 40 百万円)や通常投資を考える
と 2017 年度の 4.2％(233 百万円)の事業キャッシュでは必要資金をまかなうことが出来ません。公認会計士は 2016 年

度の決算所見では「7～8％程度の事業ＣＦ率を目指されたい」と指摘いただきましたが、少なくとも 6％台(約 300 百万
円)は最低必要となってきます。そのためにも利益の出る経営構造へと変えていく必要があります。特に昨年より全日
本民医連経営指標でチェック項目となった「人件費＋材料費＋委託比率 84％↑」が、今年度も同様に 2 年連続でチ
ェック項目に該当しているので重要です。退職引当金繰入を増額しているとは、84.07％から 2017 年度は 84.84％へ
とさらに増加しています。
委託費は前年比較で下がっているので、材料費の増と人件費の増が要因です。材料費の増は 14,414 千円
（0.26％増）のため、人件費の増74,148 千円(1.34％増)が大きな要因となっています。退職給付引当金の増加分は 24、
000 千円（0.48％増）なので、大部分は人件費実質の増加によるものとなります。特に第二中央病院での人件費率は
収益の増加のなかで若干の改善(退職引当金増の影響を考慮すれば)はあるものの、依然として 70％を超過しており、
ケアミックス型の病院の妥当な人件費率 60％台よりかなり高くなっており、経営構造がかなり悪くなっています。今後
の経営改善を進める上で大きな課題となっています。
【４】事業所管理委員以上の人事（１７年４月１日～１８年３月３１日）

略

【５】その他、重要な処理事項
特になし。
（以上）

