
１　職員の状況

（１）職員数　（平成29年3月31日現在）

＜西部センター＞

H29.3.31付け退職者含む

（２）採用・退職者数

＜西部センター＞

H29.3.31付け退職者含む

２　福祉サービス利用状況

（１）入所支援

医療型障害児入所施設　島根整肢学園

療養介護事業所　安養学園

障害者支援施設　島根療護園【定員40】

（２）通所支援

短期入所

安養学園　　　　延べ利用件数　　495件（  384件）
　　　　　　　　延べ利用日数　2,343日（2,174日）

島根療護園　　　延べ利用件数 　  95件（   47件）
　　　　　　　　延べ利用日数　  465日（  236日）

日中一時支援 延べ利用件数　　　　　　　　　　632件（  804件）

保育所等訪問支援
あゆっこ江津　　　　　　　　　　 84人（   51人）
あゆっこ益田　　　　　　　　　　 76人（   52人）

生活介護
島根療護園〈入所者対象〉　　  9,490人（9,755人）
島根療護園〈通所者対象〉　　　5,476人（5,288人）

共同生活援助 輝　　　　　　　　　　　　　　1,452人（1,453人）

事　業 延べ利用者数、延べ利用件数等（前年度）

児童発達支援
あゆっこ江津　　　　　　　　　1,228人（1,159人）
あゆっこ益田　　　　　　　　　  821人（  987人）

放課後等デイサービス
あゆっこ江津　　　　　　　　　　522人（  265人）
あゆっこ益田　　　　　　　　　　700人（  625人）

262人

採用者数 退職者数

23人 25人

事　業

221人 4人 37人

合　計【定員100】

平成28年度 事業報告書
西部島根医療福祉センター

正職員 再任用職員 パート職員 合計

95.3人（95.4人）34,783人（　34,902人）　

14,600人（　14,991人）　 40.0人（41.0人）

平均利用者（前年度）

　　　12.1人（10.7人）

83.2人（84.7人）

延べ利用者数（前年度）

4,416人（   3,907人）　

30,367人（  30,995人）　
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（３）相談支援

（４）介護支援

通所リハビリテーション事業、

介護予防通所リハビリテーション事業

（５）専門職員派遣事業

３　入院・外来利用状況

４　施設整備等状況

（１）施設整備

工事・事業名（助成金・補助金事業名）

療護棟外壁等改修工事
 （公益財団法人ＪＫＡ補助金）

医師住宅門扉設置工事

グループホーム植栽工事

排水溝改修工事

玄関ロータリー等改修工事

玄関診察案内板設置工事

療護棟１階トイレ改修工事

正面玄関駐車場改修工事

外来
医科 30,536人 106.8人（110.8人）

歯科  4,623人 17.3人（ 15.2人）

年間延べ人数 1日あたりの平均人数（前年度）

入院 [112床] 36,105人 98.9人（ 99.7人）

事　業 延べ利用回数（前年度）

健診事業 　　　　　　　　　57回（   57回）

派遣事業 　　　　　　　　　 4回（   16回）

浜田市障がい者相談支援事業 　　　　　　　 1,706件（1,196件）

　　　　　　　　 569件（  586件）

江津市二次予防事業通所型介護予防事業

事　業 延べ利用件数（前年度）

運動器機能向上　 661件（  682件）

相談支援
障害児相談支援　 199件（  154件）
計画相談支援　　 309件（  306件）
地域相談支援　　　 9件（   14件）

島根県障がい児等療育支援事業
訪問療育事業　　   1件（    3件）
外来療育事業　　 524件（  596件）
施設指導事業　　 278件（  213件）

江津市障がい者相談支援事業 　　　　　　　 1,762件（1,753件）

事　業 延べ利用件数（前年度）
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（２）固定資産

５　職員研修会

　施設外研修・講習会への積極的な参加及び施設内研修として新規採用職員研修、各部内研修のほか

全職員対象の研修会を以下のとおり実施した。

　・施設外研修参加者による会議、研修伝達報告会

　・虐待防止に関する研修会

　・権利擁護に関する研修会

　・医療安全管理体制確保に関する研修会

　・院内感染防止対策に関する研修会

　・医薬品安全使用のための研修会

　・研究、活動発表会

　・あいサポート運動

　・人材育成研修会

品名（助成金・補助金事業名）

アイビスプラス一式

ナーシングストレッチャー

暗幕一式

パルスオキシメーター

患者加温装置コクーンシステム一式

拠点用ルーター（基幹相談支援センター）

高圧蒸気滅菌器

昇降式平行棒

防犯カメラシステム（グループホーム輝）
　　（島根県障がい者福祉施設整備費補助金）

防犯カメラシステム（あゆっこ益田）
　（島根県障がい者福祉施設整備費補助金）

１６列ヘリカルＣＴ装置一式

医用画像ネットワークシステム

全自動散薬分包機

経皮血液ガスシステム

パルスオキシメーター

バイタプレップ３

療護棟１階女子更衣室入口鍵

洗濯機

ファックス

車椅子体重計一式

監視カメラ一式

電動式デジタルエアータニケット

視線入力装置トビーPCEye Mini一式

海鳴荘電気温水器
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１ 職員の状況

（１）職員数 （平成29年3月31日現在）

＜東部センター＞

H29年3月31日付け退職者含む

（２）採用・退職者数

＜東部センター＞

H29年3月31日付け退職者含む

２ 福祉サービス利用状況

（１）入所支援

医療型障害児入所施設 松江整肢学園

療養介護事業所 松江療育園

（２）通所支援

（３）相談支援

平成28年度 事業報告書の概要
東部島根医療福祉センター

正職員 再任用職員 パート職員 合計

160人 2人 36人 198人

合 計【定員90】

事 業 延べ利用者数、延べ利用件数等（前年度）

採用者数 退職者数

16人 13人

76.7人（76.1人）

児童発達支援
いくま [本体施設] 976人（1,021人）
ｻﾃﾗｲﾄいくま[巡回方式] 0人（ 0人）

放課後等デイサービス
いくま [本体施設] 887人（1,107人）
ｻﾃﾗｲﾄいくま[巡回方式] 42人（ 75人）

保育所等訪問支援 いくま 3人（ 3人）

生活介護
いくま [本体施設] 1,424人（1,241人）
ｻﾃﾗｲﾄいくま[巡回方式] 471人（ 456人）

短期入所
延べ利用件数 535件（ 478件）
延べ利用日数 1,299日（1,275日）

日中一時支援 延べ利用件数 2,699件（2,206件）

事 業 延べ利用件数（前年度）

相談支援
障害児相談支援 848件（162件）
計画相談支援 201件（129件）
地域相談支援 0件（ 0件）

島根県療育支援事業
訪問療育事業 131件（ 34件）
外来療育事業 275件（265件）
施設指導事業 232件（ 92件）

松江市障がい者相談支援事業

事 業 延べ利用者数（前年度） 平均利用者（前年度）

2,991人（ 3,861人） 8.2人（10.5人）

27,985人（27,835人）

175件（223件）

30,976人（31,696人） 84.9人（86.6人）

- 1 -



（４）専門職員派遣事業

３ 入院・外来利用状況

４ 施設整備等状況

（１）固定資産

関節鏡手術システム マイクロ波治療器

ベッドサイドモニタ 携帯用強力吸引器

カラープロダクションプリンター 食器洗浄機

ノートパソコン 薬局在庫管理システム

５ 職員研修会

施設外研修・講習会への積極的な参加及び施設内研修として新規採用職員研修、各部内研修のほか

全職員対象の研修会を以下のとおり実施した。

・施設外研修参加者による会議、研修伝達報告会

・医療安全管理に関する研修会

・院内感染防止対策に関する研修会

・医薬品の取り扱いに関する研修会

・権利擁護、虐待防止に関する研修会

・交通安全に関する研修会

・接遇に関する研修会

・防犯に関する研修会

・研究、活動発表会

・あいサポート運動

（島根県共同募金会助成事業助成金）
電気メス

事 業 延べ回数（前年度）

健診事業 12回（ 16回）

歯科 494人 10.7人（10.0人）

派遣事業 33回（111回）

年間延べ人数 1日あたりの平均人数（前年度）

品名（助成金・補助金事業名） 品名（助成金・補助金事業名）

フロアマット

入院 [100床] 31,740人 87.0人（88.9人）

外来
医科 27,570人 96.4人（94.7人）
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