
平成２９年度ＫＭＣＣキャリアパス（救急科コース）募集要項 

 

１．キャリアパスについて 

（１）ＫＭＣＣキャリアパス（救急科コース） 

   京都府内の病院が連携し、救急科の医師キャリア形成を支援します。 

（概要は別紙のとおり） 

 

（２）研修施設 

①京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、京都第一赤十字病院、

京都第二赤十字病院、(独)国立病院機構京都医療センター 

②府内の救急科専門医指定施設（日本救急医学会） 

※上記①の５施設における研修を中心としますが、①②以外の施設での研修も可

能です。 

※研修先や研修内容は、御本人の希望を踏まえ、研修指導責任者と相談の上決定

します。 

 

（３）研修期間  

４～５年間（標準４年間の中で複数施設をローテート）  

  

（４）研修開始日  

平成２９年４月１日 

 

（５）研修内容及び処遇 

 各研修施設の取扱（別紙）によります。 

 

２．応募手続き等について 

（１）応募資格 

   平成２９年３月末までに初期臨床研修を修了した者又は修了見込みの者 

 

（２）募集定員 

   ５名程度（※希望研修先の状況により、調整を行います。） 

 

（３）応募締切 

   平成２９年３月３１日（金） 

   ※上記期限後も随時受付する場合がありますので、参加を希望する方は、メー

ルもしくは電話にてお問い合わせください。 

 

（４）応募方法 

①提出書類 

   (ｱ)ＫＭＣＣキャリアパス申込書 

   (ｲ)医師免許証の写し 

 



  ②申込書の請求方法 

   ・「京都に縁のある医師との絆ネット」(http://www.pref.kyoto.jp/drkyoto/) 

    ホームページからダウンロードできます。 

   ・その他申込書を希望される場合、京都府地域医療支援センターあて御連絡く 

ださい。 

   

 ③申込書の提出方法及び提出先 

   ・提出書類を郵送する場合は、封筒の表に「ＫＭＣＣキャリアパス申込」と朱

書きし、京都府地域医療支援センター（京都府医療課内）あて、簡易書留で

郵送してください。 

・持参の場合は、京都府庁２号館３階京都府地域医療支援センター（医療課内）

までお越しください。なお、受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分

（土曜日、日曜日、祝日を除く。）までです。 

 

（５）選考方法 

   書類選考及び面接 

   ※面接日時等は、申込書の連絡先に別途お知らせします。 

    

（６）注意事項 

 ・提出書類は、選考を実施する上で重要な書類ですから、記載もれのないよう正確

に記入してください。 

 ・なお、申請書類等に記載された個人情報は、ＫＭＣＣキャリアパスの業務に使用

し、他の目的には使用しません。 

 ・申請書類は、選考結果にかかわらず返却しません。 

 

問い合わせ先 

京都府地域医療支援センター（京都府医療課内） 

Kyoto Medical Career support Center 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町（京都府庁２号館３階） 

電話：075-414-4721 FAX：075-414-4752 E-mail：iryo@pref.kyoto.lg.jp 

                 ≪ アクセスマップ ≫ 

 

 

 

○地下鉄  烏丸線「丸太町」下車徒歩 10 分 

○市バス  三条京阪から 10 系統 

      京阪神宮丸太町から 93、202、204 系統 

      「府庁前」下車徒歩 5分 

 

 

 

 

ＫＭＣＣ京都府地域医療支援センター 

（京都府庁２号館３階 医療課別室） 



ＫＭＣＣキャリアパス（救急科）概要 

 

＜特徴＞ 

① 京都府内の大学と病院が連携して、救急分野の医師のキャリア形成を支援し、

研修期間(標準４年間)の中で専門医資格の早期取得を目指す 

② 各研修施設での救急医療やＩＣＵ管理など特色ある研修に加え、サブスペシャ

ルティとしての他科ローテート等を含む、自由度の高いプログラム 

③ 指導責任者が、キャリアパス参加者に対して、メンター的な立場で研修施設や

研修内容を調整 

④ ＫＭＣＣキャリアパス支援事業（参加者支援）により、専門医資格の取得など

に必要な経費の一部を､医療機関を通じて助成 
※福知山市民病院など府北部医療機関で１年以上研修する場合は、奨学金など府医師確

保事業も利用可能 

 

＜キャリアパスのイメージ＞

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年～

※１：希望に応じて研修先を調整します｡他科（内科・外科・集中治療等）短期研修目的に
府内外の病院を紹介します。
※２：キャリアパス修了後も、京都府内（市内を含む）病院での勤務や大学院を希望され
る場合、優先的に斡旋します。
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（府内研修施設） 

① 京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、京都第一赤十字病院 

京都第二赤十字病院、京都医療センター 

② ①以外の府内の救急科専門医指定施設 

京都市立病院、京都民医連中央病院、洛和会音羽病院、洛和会丸太町病院、 

新京都南病院、京都九条病院、京都桂病院、武田総合病院、京都岡本記念病院、

宇治徳洲会病院、京都きづ川病院、田辺中央病院、京都山城総合医療センター、

市立福知山市民病院 



H29京都大学医学部附属病院 (提出用)

 病 院 概 要

所在地： 京都府京都市左京区聖護院川原町54 1899年

開設者： 国立大学法人京都大学 1121床

病院長： 稲垣　暢也

医師数： 987人（歯科医師を含む）

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

　専門分野　：　ＥＲ型救急、救命救急

　研究に関しては、京大病院の各診療科は臨床研究と基礎研究に力を
入れています。医学研究科に所属する基礎医学の研究室やパブリック
ヘルスの教室、iPS細胞研究所、再生医科学研究所、ウイルス研究所な
どとの風通しも良好です。各分野の一流の人達が作り上げる雰囲気の
中に身を置き、それらの人々と時間を共に過ごすと、個々の人間が持っ
ている隠れた可能性が芽を出し、開花するチャンスへとつながります。

　京大は開学以来、自由でオープンな学風を伝統にしています。京大病
院のどの診療科も門戸を大きく開いて皆様をお待ちしていますので、今
まで京都大学と縁のなかった方も、どうぞ気楽に研修にお越しください。

　初期診療・救急科が運営する京大病院救急部は、京都・滋賀においては数少ない、 日本救急医学会指導医指定施設と救急科専門医指定
施設の両方の認定を受けた施設です。したがって、京大病院で後期研修を行った場合、救急医学の専門医申請に必要な年数が得られるの
みならず、将来救急医学の指導医を目指す道も開けます。京大病院での研修は実際どのように行われているのか。京都市内の救急医療は、
１）京大病院、府立医大病院の両大学病院、２）第一赤十字病院、第二赤十字病院、京都医療センター、洛和会音羽病院などの救命救急セン
ター、３）二次病院群が連携して運営しています。京都で救急医療を担っている医師団のチームワークは非常に良く、日本の中でも画期的な
体制と自負しています。その中で、京大病院が主に担当するのは、近隣（左京区、北区など）の救急患者さんと京大病院かかりつけの患者さ
んです。初期診療・救急科の各医師が持つサブスペシャリティには、内科、外科、循環器内科、心臓血管外科、消化器内科、消化器外科、神
経内科、脳卒中、集中治療、熱傷、外傷、中毒などがあります。また毎朝のカンファレンスには放射線診断や感染症の専門家が加わるため、
患者さんの診療方針は最新の知見に基づいたディスカッションを経て決定されます。後期研修医は初期診療・救急科のスタッフとともに初期
診療を行い、初期研修医に指導を行います。患者さんの病状に応じて、関連する診療科も救急診療に積極的に参加します。このように、京大
病院の後期研修では一人ひとりの患者さんを丁寧に勉強できます。
　京大病院における研修のもう一つの利点は、人との出会いやネットワークの広がりです。将来臨床のサブスぺシャリティとしてどの科を選ぶ
かに関しても、それぞれの診療科の専門家と相談することが可能です。いつか研究をしたい、大学院に行きたい、留学をしたい、と考えている
方には、とりわけお勧めできる環境です。

外来患者数　4,547人（平成27年度延べ）、入院患者数　2,049人（平成27年度延べ）

救急車搬入数　3,438件（平成27年度実績）

　京大病院の救急診療は平成27年4月から大幅にパワーアップし、救急車受け
入れ数、救急部入院数は着実に増えています。平成27年4月に京大病院は災害
拠点病院の認可を受け、12月には救急部ベッド数が6床から13床に増床し、ヘリ
ポートも完成しました。また、京大病院は各診療科の臨床レベルが高く、診療科
間の連携も良好です。このように京大病院の総合力は充実したものとなっていま
す。

京都大学医学部附属病院

開設年：

病床数：

診療科：

血液・腫瘍内科、糖尿病・内分泌・栄養内科、循環器内
科、消化器内科、呼吸器内科、免疫・膠原病内科、初期
診療・救急科、神経内科、腎臓内科、がん薬物治療科、
消化管外科、乳腺外科、肝胆膵・移植外科、小児外科、
眼科、産科婦人科、小児科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻
咽喉科、整形外科、精神科神経科、歯科口腔外科、放
射線科 （放射線治療科、放射線診断科）、麻酔科、脳
神経外科、形成外科、心臓血管外科、呼吸器外科、外
来がん診療部



H29京都大学医学部附属病院 (提出用)

　研修指導責任者　：　小池　薫

（院内・研修風景）

 研修・認定施設

・（有）日本救急医学会救急科専門医指定施設 ・（有）日本熱傷学会熱傷専門医認定研修施設

・（有）日本救急医学会指導医指定施設

 研修医用宿舎： 単身者用（戸数制限有）、敷地外の近隣  常勤・非常勤の別：非常勤（有期雇用職員）

 給与： 本学就業規則等の定めるところによる

 手当： 本学就業規則等の定めるところによる

 勤務時間： 8: 30 ～ 17: 15

 休暇： 有給休暇、夏期休暇、年末年始、忌引き等

 社会保険： 協会けんぽ、厚生年金、雇用保険、労災保険

支援制度：
産前産後休暇、育児休業制度、育児短時間勤
務制度等（運営は、京都大学男女共同参画推
進センター）

設備： 病児保育室(平日 7時30分から19時)

医学図書館：

国内図書：74,813冊 ／ 国外図書：148,958冊
国内雑誌：2,258種類 ／ 国外雑誌：3,914種類
Medline等の文献データベース：有
教育コンテンツ：有
その他：電子ジャーナル，所蔵雑誌等の目録
利用可能時間：平日9時00分～21時45分
　　　　　　　　　 土曜10時00分～15時45分
インターネットからの利用は24時間可能

 子育てサポート

 設　備  処　遇

   このプログラムに参加する医師は、今後いろいろなことを考えることでしょう。専門医研修は

どの病院でするのがいいだろうか。この病院では何年間ローテーションしようか。サブスペシャ

リティには何科を選ぼうか。サブスペシャリティ研修を行う病院はどのように決めればいいか。

将来に向けて自分はいったいどのような人生設計を立てればいいのだろうか、など。私が研修

指導者となった場合には、各人の個性にふさわしい道を一緒に考えたいと思います。 

 

＜指導責任者からのメッセージ＞ 



京都府立医科大学附属病院

 病 院 概 要

所在地：
京都府京都市上京区河原町通
広小路上ル梶井町465

明治５年

開設者： 京都府公立大学法人 1065床

病院長： 吉村　了勇

医師数： 常勤　255人、非常勤　279人

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 専門分野　：　救急科専門医

研修プログラム

　私たちが目指す救急医は、「一人のための救急医、地域のための救急医、未来のための救急医」です。
　
　一人のために。目の前の救急患者さんが生命の危機にあれば、独善に陥らずに標準的な診療を迅速確実に行う医師。
　不要不急の受診と思われても「コンビニ受診」と突き放さず、見逃してはならない病態が隠れていないか、不安だけでも和らげることはで
きないかと、どんな患者さんにでも向き合うことのできる医師。
　地域のために。あらゆる患者さんを受け入れる能力と使命感を持ち、各専門診療科、地域の各医療機関、さまざまな職種と良好な信頼関
係を築ける医師。
　未来のために。より良い医学教育とはどのようなものであるのか、どうしたら医師が疲弊せずに救急診療を提供し続けられるのか、どうし
たら地域住民に安心を提供し続けられるのか、どうしたら支えあう医療の仕組みを維持できるのかを探求する医師。
　こうした医師を私たちは目指しています。
　
　当然ながら、ある特定の領域を深く極めた専門診療科医師は患者さんに必要です。患者さんも高度な医療を望んでいます。しかし、患者
さんを選択せずに、どんな患者さんでも受け入れる総合診療型の医師も救急患者さんにとっては必要なのです。総合診療型の救急医が救
急室でできる範囲の診療を行い、救急室では行えない診療の範囲を各専門診療科に正しく引き継ぐことができれば、各専門診療科医師の
疲弊を防ぎ、結果的に地域に対し救急受入れの保障を強固にすることにつながるからです。
　私たちは総合診療型の救急医として、軽症であっても重症であっても、疾病でも外傷でも、小児から高齢者まで、あらゆる救急患者さん
の診療を担っています。それが、一人を守り、地域を守り、未来につながることを確信しています。
　
　総合診療、医学教育、集中治療、災害医療、国際保健、小児救急、精神科救急、眼科救急、耳鼻科救急、医療政策、医療経済。こうした
領域に関心のある仲間をお待ちしています。

京都府立医科大学附属病院

総合診療部,消化器内科,循環器内科,腎臓内科,呼吸器内科,内
分泌・糖尿病・代謝内科,血液内科,膠原病・リウマチ・アレルギー
科,消化器外科,心臓血管外科,呼吸器外科,内分泌・乳腺外科,移
植・一般外科,形成外科,脳神経外科,整形外科,産婦人科,小児科
(小児循環器・腎臓科),眼科,皮膚科,泌尿器科,耳鼻咽喉科,精神
科・心療内科,放射線科,麻酔科,歯科,漢方外来,小児外科,小児
心臓血管外科,神経内科（老年内科）,救急医療科,病理診断科,リ
ハビリテーション科,疼痛・緩和ケア科、感染症科

開設年：

病床数：

診療科：

  京都府立医科大学附属病院は、明治５年粟田口に府民の力で開設された京
都療病院に始まります。
　大学附属病院の最大の特徴は、未来のための医学徒が成長する場所である
ことです。ここで、医学生、研修医は医学・医療を学び、京都府内、日本全国、世
界へ飛び立っていきます。すでに多くの先人が、心優しい臨床医として地域を守
り、優れた研究者として科学を拓き、熱意ある教育者として後進の指導に当たっ
ています。教育の場であるということは患者さんにとって決して不利益とはなりま
せん。臨床の心を伝えんと指導医が医学生・研修医とともに患者さんに向き合
えば、決していい加減な診療はできません。教育においては、教えられる側が成
長するだけではなく、教える側も成長するのです。140年前、京都府民が望んだ
のは、医師を育てながら地域に医療を提供する病院です。皆が力を出し合って
作り上げた病院の歴史は今に続いています。

  日本専門医機構に承認された救急科専門研修プログラム整備基準に従い研修プログラムを作成しました。三年間の専門研修のうち、一
年間は京都府立医科大学附属病院の救急医療部と集中治療部で研修し、一年間は救命救急センターまたはそれに準じる施設で、残りの
一年間は三か月間ずつ、福井大学救急部、枚方公済病院循環器内科、西伊豆病院整形外科、小児救急専門施設で研修します。



京都府立医科大学附属病院

 研修・認定施設

  ・（有）日本救急医学会救急科専門指定施設

  ・日本救急医学会　救急科指導医　2名　救急科専門医　2名

 専攻医用宿舎：無　（住宅手当：無）  常勤・非常勤の別：　有期雇用職員（非常勤）

 給与：

 勤務時間： 当大学の規程による

 休暇： 当大学の規程による

 社会保険： 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険制度

 専攻医室： あり

 設備： 病児保育室こがも（平日7:45～17:30）

学内保育所くすのき（月～土：7:30～18:30）

国内図書：63,085冊 ／ 国外図書：38,174冊
国内雑誌：5,082種類 ／ 国外雑誌：2,934種類
Medline等の文献データベース：有
京都府立医科大学附属図書館
医学ネットワークサービス事業
利用可能時間：0時00分～24時00分

 設　備  処　遇

当大学附属病院の規程による

 図書室：

子育てサポート

 研修指導責任者　：　太田  凡

専門研修で、知識、技術を身に付けることは当然大切ですが、さまざまな良きメンターとの出会いが将来に
わたって大切な学びにつながります。ともに良い救急医を目指しましょう。 
 

＜指導責任者からのメッセージ＞ 

救急室での集合写真 

医局での若手救急医勉強会 9月1日 DMAT訓練 

救急室の看護師さんと京都市消防救命さんと
メディカルラリー参加 



京都第一赤十字病院

 病 院 概 要

所在地： 京都市東山区本町15丁目749番地 昭和9年11月20日

開設者： 日本赤十字社京都府支部 666床

病院長： 依田　建吾

医師数：
常勤　207人、非常勤　62人
研修医　31人　※H29.3.1現在

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間

 後期臨床研修スケジュール

 症例数

研修期間は原則３年。最低１年間は救急科専門医取得の最低条件を確保するためERの専従となる。さらに自身が希望する
専門診療科での研修も対応可能です。院内で開催する各種研修会に受講・インスト参加することが可能です。府立医大救
急部・京都大学との連携により院外研修も可能です。

京都第一赤十字病院

開設年：

病床数：

診療科：

総合内科、糖尿病･内分泌内科、ﾘｳﾏﾁ内科、血液
内科、消化器内科、循環器内科、脳神経･脳卒中
科、呼吸器内科、腎臓内科･腎不全科、消化器外
科、肝臓・膵臓外科、乳腺外科、小児外科、呼吸器
外科、形成外科、心臓血管外科、整形外科、脳神
経外科、小児科、新生児科、産婦人科、耳鼻咽喉
科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神科、放射線診
断科、放射線治療科、麻酔科、救急科、健診部、ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、緩和ケア内科、病理診断科

当院は、京都市内の急性期医療を担う主要な基幹病院で、入
院ベッド６１２床、医師数２３０名程度からなります。

　救命救急センター、脳卒中センター、腎透析センター、消化器
センターを擁しており、２４時間・３６５日体制で様々な緊急手
術・血管造影・内視鏡処置・血液浄化などの高度専門医療に対
応ができるのが特徴です。

　　また、総合母子周産期センターを擁し、京都府下の成育医
療の中心的機能を担っております。がん診療におきましても、
京都府のがん診療連携拠点病院の一つとして、手術治療・化
学療法・放射線療法・緩和治療の大きな実績を誇っておりま
す　そして、京都府の災害医療の中心となる基幹災害医療セン
ターに指定され、災害患者受け入れ・DMATチーム派遣の体制
を整えており、多方面にわたりいつでも社会貢献できる精神を
有した医療機関です。

１次から３次までカバーする救命救急センターを中心に総合内科と連携して幅広い疾患に対応する。生命や機能的予後に
係わる緊急を要する病態・疾病・外傷に対し適切な対応もでき、救急専門医としての基礎を形成する。救急科専門医試験が
受験可能となるよう、日本救急医学会ER検討委員会のER後期臨床研修プログラムに準じた一般・到達目標（診療・手術経
験）を設定する。またその先の各専門領域の専門医取得を見据えた研修も併せて行う。

初期臨床研修を修了した医師（卒後３年目）を原則とするが、卒後４年目以降であってもER医を目指す医師であれば対象に
含める。

救急外来取り扱い患者数：20,777名（うち、救急経由入院患者数4,548名）、救急搬送患者数：7,724名　　（平成28年1月～12
月実績）



京都第一赤十字病院

研修指導責任者　：　救急科部長　竹上　徹郎

 研修・認定施設

研修 ICLS/JPTEC/JATEC/PCEC/BDLS/MCLS/H-MIMMS/FCCS/JTAS/PBEC　京都DMAT　

京都府基幹災害医療センター研修　　赤十字救護班研修  集団災害医学会セミナー

認定施設 ・日本救急医学会救急科専門医指定施設 ・日本集中治療医学会専門医研修施設 

・日本外科学会認定医制度修練施設 ・日本麻酔科学会麻酔指導病院

  研修医用宿舎：無  常勤・非常勤の別：常勤

 給与： １年次　304,000円　賞与　1,000,000円／年

２年次　352,000円　賞与　1,200,000円／年

３年次　367,500円　賞与　1,400,000円／年

 手当：

 勤務時間： 8: 30 ～ 17: 06

支援制度：  休暇：
年次有給休暇（労働基準法とおり）
特別有給休暇（結婚、忌服、夏休５日）
年末年始（12月29日～1月3日）、創立記念日

 社会保険：

 子育てサポート

産前産後休暇、看護休暇（５日まで/年）
育児休業制度（最大３年間）
育児短時間勤務制度

健康保険、厚生年金保険、日赤厚生年金基金
雇用保険、労災保険

 設　備  処　遇

 図書室：
国内図書：1,039冊 ／ 国外図書：215冊
国内雑誌：86種類  ／ 国外雑誌：79種類
Medline等の文献データベース：有
教育コンテンツ：無
その他：Dynamed、Cochrane Library
利用可能時間：0時00分～24時00分 時間外手当、通勤手当、住居手当

当直手当　33,300円／回
学会出張旅費補助あり（84,000円/年）

 救急科では救命救急センターの核としてER運営を行い京都府

の近隣地域のprimary careから府下の重症症例まで幅広い症例

に対応しています。市内の救命救急センターとして唯一ヘリポー

トを有しており、ドクターヘリ等の受け入れしています。京都亀岡

や祇園、福知山での多数傷病者事案においても重症患者を積

極的に受け入れました。 

 また、多発外傷・熱傷・薬物中毒・敗血症等の入院担当や、ＩＣ

Ｕの管理も行っています。各診療科との連携もスムーズでレベ

ルの高い研修が可能です。 

 さらに、研修中は希望診療科でのローテートにより、救急だけ

でなくサブスペシャリティーの取得も可能です。 

 救急医を目指す方だけでなく救急をベースに様々な診療科を

目指す皆様をお待ちしています。 

＜指導責任者からのメッセージ＞ 



京都第二赤十字病院

 病 院 概 要

所在地： 大正15年5月

開設者： 676床

病院長： 日下部　虎夫

 病院の特徴・ＰＲ

  研修プログラムについて

 到達目標

 研修期間

 1）日本救急医学会専門医取得コース　３年間

 2）初期対応能力充実コース　　　　　１年間

京都第二赤十字病院

京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル
春帯町355番地の5

開設年：

日本赤十字社　京都府支部　支部長　山田啓二 病床数： 

診療科：

血液内科、糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科、呼吸
器内科、呼吸器外科、循環器内科、消化器内科、神
経内科、精神科、小児科、外科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
気管食道外科、麻酔科、放射線治療科、放射線診
断科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科

医師数：

常勤　131人、修練医40人、研修医44人、
非常勤　58人

Ｈ29.3.1現在

 1）日本救急医学会専門医取得コース
救急医療全般を行う救急専門医の養成としてER型救急医やダメージコントロール手術など外傷専門医としてのトレーニングや
集中治療専門型救急医の専門的トレーニングを目指します。

 2）初期対応能力充実コース
将来救急専門医を目指すわけではないが、プライマリ・ケアにおける初期対応能力をもう少し充実させたいと考える研修医の
ために準備した１年のプログラムです。救急外来で救急患者診療とICUにおける重症患者管理や外傷手術などを行います。

京都第二赤十字病院は２７診療科で構成されており、救命救急セン
ター、健診センターを併設するとともに最新医療機器を多く備え、地域
の基幹病院として高度先進医療を提供している。１９７８年には、日本
で２番目の救命救急センター併設施設に認定されたが、現在の救命
救急センターは４０床（ＩＣＵ８床、ＣＣＵ２床、ＳＣＵ４床、ＨＣＵ２６床）を
有し、京都府の医療圏はもちろんのこと近隣の府県も含めた３次救急
医療に寄与している。また、早くから地元医療機関との病病診連携に
積極的に取り組み、京都府初の「地域医療支援病院」に認定された。
また、「地域がん診療連携拠点病院」にも指定され、地域において質の
高いがん診療の実践に貢献している。また、当救急科は救急医学会
指導医指導施設、集中治療専門医施設、外傷専門医研修施設、
DMAT指定機関に認定されている。

研修期間中は、上級医の指導のもと専門領域の患者管理などを学
び、継続して救命救急センターでの当直を通し救急医療について研修
できる。また、赤十字の使命でもある国内外の災害救護にも積極的に
貢献できるよう、災害救護訓練や演習を通して災害医療について学ぶ
ことができる。



京都第二赤十字病院

　研修指導責任者　：　救急科部長　飯塚亮二

 研修・認定施設

取得が可能な資格等

　　 　

 研修医用宿舎： なし  常勤・非常勤の別： 常勤

３年次　　　　300,000円＋通勤手当他
賞　与　　　　500,000円／年

４・５年次　　340,000円＋通勤手当他
賞　与　　　　600,000円／年

研修医室： 1室（医局を兼ねる）

 勤務時間： 8: 30 ～ 17: 00

支援制度： 産前産後休暇、育児休業制度
育児短時間勤務制度  社会保険： 社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

 その他： 自己啓発に係る受講費用の1/2の額を年間50,000円
まで支給

学会 取得可能資格

日本救急医学会 救急専門医

・日本救急医学会救急科専門医指定施設　・日本救急医学会指導医指定施設　・日本集中治療医学会集中治療専門医研修施設

・日本外傷学会専門医研修施設 ・DMAT指定医療機関

日本外科学会 外科専門医

日本内科学会 内科認定医

日本外傷学会 外傷専門医

日本ＩＶＲ学会 ＩＶＲ専門医

日本集中治療学会 集中治療専門医

 設　備  処　遇

 図書室：
国内図書：1,953冊 ／ 国外図書：85冊
国内雑誌：327種類 ／ 国外雑誌：143種類
Medline等の文献データベース：有
その他：インターネット利用可
利用可能時間：24時間可能

 給与：

 手当：

当直手当　39,600円／１回（救命センター）
住居手当：最高28,500円(月額)まで該当者に支給
通勤手当：最高55,000円(月額)まで該当者に支給
時間外手当

 子育てサポート
 休暇：

有給休暇（労働基準法の定めるとおり）
夏期休暇：有
年末年始：有

 当院救命救急センターの現在の運営形態は救命センターの機能とER型救急の両立した機能で運
営しております。当センターは、いわゆる救命救急センターとして重症患者を受け入れるだけでなく、
小児から高齢者まで様々な病気やけがの患者を２４時間３６５日受け入れております。また当セン
ターは救急専任医が中心となって運営しており、各科の専門医と共同で治療に当っております。特
に重症外傷や重症感染症には力を入れており、重症外傷はダメージコントロール手術を基本として
ますが、状況に応じIVRと手術を組み合わせ行ってます。これらの手技を当科にて自己完結すること
は当院の特色といえるでしょう。また各科専門医は２４時間のオンコール体制で待機しており、あら
ゆる疾患の救急患者に対して十分かつ高度な専門的医療を提供いたします。卒後臨床研修を終了
し、救急医を目指される医師だけではなく、専門科へ進む前に救急研修を積みたいと希望する医師
を含め、出身大学にこだわらず広く医師を募集しております。また他科の研修が終わり救急科に移
行したい医師や、専門医修得後救急指導医を目指す医師も歓迎します。 
 

＜指導責任者からのメッセージ＞ 



 病 院 概 要

所在地： 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1
明治 41年 11月　京都衛戎病院として設立
昭和 20年 12月　国立京都病院として厚生省に移管
平成16年　独立行政法人国立病院機構　京都医療センターへ移行

開設者： 独立行政法人国立病院機構 600床

病院長： 小西　郁生

医師数： 常勤　152人、非常勤　51人

 病院の特徴・ＰＲ

病院外観写真　掲載
　ﾃﾞｰﾀ送信容量の関係で削除済み

  研修プログラムについて

 研修目標

 研修期間

 後期研修研修スケジュール

　週間スケジュール

 先輩の声：救命救急科レジデント　小田　裕太　（2015年　KMCCキャリアパス救急科コース）

1年目  救急専門家プログラム（外科系3ヶ月）　　　2年目　救命救急専門医プログラム（外科系３～6ヶ月）
3・4年目　希望により他施設救命救急センター、小児救命救急センターなど
5年目　救命救急専門医プログラム

独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

総合内科、精神科、神経内科、血液内科、腎臓内科、腫瘍内
科、内分泌代謝内科、糖尿病センター、呼吸器科、消化器
科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神
経外科、心臓外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦
人科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、リハビリテーション
科、放射線科、歯科口腔外科、小児歯科、麻酔科、病理診断
科、緩和ケア科

専門科に特化することなく、全科横断的な視野で患者診療を実施する。そのためいかなる病態・病状に対しても初期診療を実践・指導す
る。その後、入院の必要性、専門科受診や緊急手術の必要性のないなどトリアージが円滑に実施でき、関係各科とのコミュニケーションが
円滑に図れる医師になる。

2年間の初期研修修了後、最大5年。

日勤・夜勤・勤務があり、救命救急センター研修に集中する

開設年：

病床数： 

診療科：

・2011年1月に新中央診療棟が完成し、救命救急センター（ICU8床・
HCU22床）がリニューアルされました。京都市南部を中心に、近隣市
からの救急隊による収容要請にも応えています。

・全ての救急疾患を診療対象としています。必要に応じ循環器科、脳
外科、消化器内科、整形外科、心臓血管外科などと協力しながら、迅
速かつ適切な治療を行っています。

・当院は、臨床研究センターを併設しており、臨床研究に力を入れて
います。救急/集中治療領域あるいは感染症領域の多施設共同研
究にも複数参画しています。

京都医療センター 救命救急科で専修医をしている小田裕太です。

2015年4月から当院での研修を始めました。

3次救急医療機関ということで、生命に関わる様々な疾患を学んでいます。

初期研修が2次救急の医療機関であり、最初は不安もありましたが、周りのサポートのお

かげで、日々やっていけています。

研修しやすい環境であると思いますので、気軽に見学にお越しください。

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター



 先輩の声：救命救急科レジデント　藤野　光洋　（2014～在籍　KMCCキャリアパス救急科コース研修中）

　　　　（写真左　藤野先生　右は同僚の堤先生）

 研修・認定施設

・日本救急医学会救急科専門医研修施設 ・その他診療科で各種専門医/認定医取得が可能

・日本集中治療医学会集中治療専門医認定施設

 専修医用宿舎： 有（単身者用宿舎）  常勤・非常勤の別： 非常勤職員

 図書室：  給与：
350,000円
賞与　有

 専修医室： 1室

支援制度： 産前産後休暇、育児休業制度  休暇：
有給休暇
学会出張旅費補助あり（規定による）

設備： 院内保育所・病児保育室完備  社会保険： 健康保険、厚生年金、雇用保険

 子育てサポート

 設　備  処　遇

 研修指導責任者: 救命救急センター長　　西山　慶

国内図書：2,000冊 ／ 国外図書：1,000冊
国内雑誌：40種類 ／ 国外雑誌：74種類
Medline等の文献データベース：有
教育コンテンツ：有 当直手当　20,000円／１回

時間外勤務手当、通勤手当
 手当：

 勤務時間：
日勤　 8:30　～　17:15
夜勤　16:00　～　  9:30

＜指導責任者からのメッセージ＞

新たにセンター長になりました西山 慶です。

おそらく私は日本の救命救急センター長の中では最も年齢が若い（45歳・勤務医共働き子沢山）と思いま

すが、当施設は若手を中心とした、和気藹々とした雰囲気の救命救急センターです。

当施設の特色は、普通であること、です。

救急車の受け入れ台数や入院患者数が格別多いわけではありません。

設備は・・・新しくありません。ドクターヘリもありません。

スーパー指導医も、松嶋菜々子も、江口洋介も、櫻井翔もいません。

ただ、普通の患者さんを、エビデンスを取り入れた標準的な治療法を用いて、最小限の努力で診断治療し、

早期回復して頂くことことを心がけています。救命救急医は初療の段階（ER室）から、集中治療（救命救急セ

ンターICU・HCU） 、そして回復期まで一貫して関わります。さらに、患者疾患に応じて、専門家診療が妥当で

あると判断された場合、速やかな併診や転科により最良の診療が提供できる努力をします。当施設で研修

される若手医師の先生方には、この普通の救命救急・集中治療(オーディナリー)を、腰を落ち着けて会得し、

当たり前のものとしてできるようになっていただけることが、我々の目標です。

さらにこのような基盤となる『普通の』治療の上に、私たちは『新しい』『教科書に載っていない』治療を開

発していきたいと考えています。前任の志馬センター長（現広島大学教授）の時代から続く敗血症などのレ

ジストリーに加えて、心肺蘇生中の脳酸素飽和度モニタリングや水素ガスを用いたchemical resuscitationな

ど、すでに数多くの臨床研究を計画・実行しており、新しいサイエンスを世界に発信するレボルーショナルな

施設となることを目指しています。

救急医療の現実は、容易でない面がたくさんあります。しかし、決して過剰なノルマや目先の数字に振り回

されないことが大切です。十分な休息を得ながら、少しだけオーバーアチーブできる余力を残した形で、皆

が日々の診療に臨めるように、勤務形態が組まれています。それぞれの希望や都合、あるいは達成度に応

じて、我々とともに診療を共有してくれる若手医師を求めています。

京都医療センター救命科専修医の藤野と申します。私は、当院で初期研修医として２年間

学び、その後救命救急科専修医となって１年目です。当院は三次救急病院であり、敗血症

性ショック・多発外傷など多彩な重症患者が搬送されてきます。病態が複雑で治療に関し

て悩む事が多いですが、上司の先生方、他科の先生方と相談しながら、日々楽しく医療に

携わっています。

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
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