「白イ門」
（徳力富吉郎作）

To provide world top level medicine to our region

世界

へ

トップ レ ベル

医 学 を地 域

の

学 長 か ら の あ い さ つ
M e ssa g e f rom t h e P re s i d e n t

本学は前身の療病院が創設されてから、2022年には150年を迎え、2021年には、大學令発布100年の
節目を迎えます。我が国有数の歴史を持つ本学の宝物は、歴史と伝統だけではありません。
大学の基本は学部教育にあり、常に最先端の専門的知見を持ち、医学・医療の進歩に応える研鑽が必要
です。本学では優秀な医師や看護師の育成に加え、大学院では分野横断的なカリキュラムの構築を進め、
行政や地域企業と連携し、持続的に発展させていきます。
地域に育まれてきた教員や学生の研究力は、本学の最大の魅力です。これら研究の成果が社会還元され
次世代に繋がることを目指し、本学は研究支援に最大の努力を注ぎます。
この研究成果を元に、附属病院では最先端の治療機器の導入に加え、診断から治療、緩和ケアまで、世界
トップレベルの医学を地域へ還元するに相応しいレベルに診療の質を高め、
全ての診療でこの磨き抜かれた
技術とサービスをお届けします。
“Never give up”プラス”全員主役”、これが京都府立医科大学の明日を創ります。
In 2022, it will be 150 years since the hospital that has developed into our present organization was founded.
Moreover, 2021 will see the 100th anniversary of the issuance of our university title. The riches of our university are
however not limited to being one of Japanʼs few medical schools with a long history and tradition.
Fundamental to our university is the education of professionals who have advanced specialized knowledge and
respond to developments in medicine and care. In addition to the education of nurses and doctors, we continue to
develop the curriculum of our graduate school, and foster our cooperation with the government and local
enterprises.
The biggest appeal point of our university is the research strength of staﬀ and students nurtured in our region. With
the research results we aim to contribute to society and connect with the next generation. The university wishes to
put great eﬀorts into supporting research.
With our research as a base we oﬀer world top level medicine to our region, by introducing advanced medical
equipment at our hospital, diagnostics, and treatment for all stages of disease. We give back to our region by
improving the level of care, and oﬀer skills and services in all medical departments.
With an attitude of not giving up, and all taking the lead we will make the future of Kyoto Prefectural University of
Medicine.
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沿革／History

1872. 11
粟田口青蓮院内に療病院を設け、治療を行うかたわら医学生を教育した
The hospital in Shoren-in Temple was a facility for medical treatment and education

1880. 7

療病院（青蓮院）の病室（1872）
Hospital rooms in Shoren-in Temple

現在地の上京区河原町通り上る梶井町に移転
Moved to current place(Kaji-cho)

1889. 4
本校の附属として産婆教習所を設置
Establish The Center of Midwifery training

1921. 10

臨床講義の様子（1912）
Clinical Lecture

大学令による京都府立医科大学を設置し、同時に予科を開設
Accepted as a university and opened a preparatory course

1949. 4
附属甲種看護婦学院（後に看護学院と改称）
を設置
Establish The Nursing Vocational School

1952. 2

附属病院（1921）
University Hospital

学校教育法による新制大学を設置
Accepted as a university by a new law

1993. 4
医療技術短期大学部（看護学科）設置
Establish The Nursing Junior college

2002. 4

大学正門（1927）
University Gate

医学部に看護学科を設置
Establish Undergraduate of Nursing

2007. 4
大学院医学研究科修士課程及び大学院保健看護研究科修士課程を設置
Establish Master's Course for Graduate school of Medicine and Nursing

2008. 4

大学西構（1950）
West University

本学と京都府立大学を運営する京都府公立大学法人設立
Establish Prefectural Public University Corporation

2013. 4
附属北部医療センター開設
Consolidation The North Medical Center

2014. 9

大学正門（2012）
University Gate

三大学教養教育共同化施設（稲盛記念会館）竣工
Completion The Center for collaboration of three universities education

2017. 11
永守記念最先端がん治療研究センター竣工
Completion Nagamori Memorial Center of Innovative Cancer Therapy and Research
三大学教養教育共同化施設（2014）
The Center for collaboration of three universities education

組織／Organization
（2018年４月現在／As of April, 2018）

京都府公立大学法人
Kyoto Prefectural Public University Corporation

京都府立医科大学
Kyoto Prefectural University of Medicine

大学院／Graduate School

医学研究科／Graduate School of Medicine
中央研究室／Central Laboratory Facility
附置研究センター／Research Center
保健看護学研究科／Graduate School of Nursing

医学部／Undergraduate School

医学科／School of Medicine
看護学科／School of Nursing

附属施設／University Facility

附属病院／University Hospital
附属北部医療センター／University Northern Medical Center
附属図書館／University Library

事務部門／Administration Bureau

研究開発・質管理向上統合センター

The Center for Quality Assurance in Research and Development

永守記念最先端がん治療研究センター

Nagamori Memorial Center of Innovative Cancer Therapy and Research

京都府立大学
Kyoto Prefectural University
● 文学部／Letters

Policy
and Environmental Sciences

● 公共政策学部／Public

● 生命環境学部／Life

大学紹介／Overview

医学部 Undergraduate School

教 育 Education

病院発祥の大学として地域に根ざした医療人材の育成が本学の教育の根幹です。卒前から卒後まで一貫したカリキュ
ラムや、附属病院で育てる臨床実習、また学生と教員の距離の近さも本学の特色です。
Our educational program is rooted in our region, and well integrated from entry till after graduation with practical
training at our hospital.

医学科 School of Medicine

第 1 学年

国際認証型の新カリキュラムを導
入。
日本でも有数の連携病院のネッ
トワークをいかした地域実習は、幅
広い経験に欠かせない。
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第 3 学年
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第 4 学年
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第 5 学年
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第 6 学年
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臨床医学
（実習）
（講義）

三大学教養教育合同講義

卒業 国家
クリニカル・
クラークシップⅠ
（CCⅠ）

クリニカル・
クラークシップⅡ
（CCⅡ）

試験 試験

看護の統合と発展

専門科目

キャリア形成を視野にいれた教育体
系は附属病院と連携している本学なら
では。看護師のみならず、保健師や助
産師を目指す学生が多いのも特徴。

II

臨床医学

基礎医学

早期体験実習

看護学科 School of Nursing

I

社会医学

教養教育

We introduced a new internationally
styled curriculum. We use our extensive
network of hospitals to oﬀer a broad
experience in the region.

In cooperation with our hospital
we oﬀer education molded to the
future careers of our students, as
nurses, midwifes and public health
nurses.

第 2 学年

I

看護学の展開（理論と実践）
看護学の基本
専門基礎科目
基礎・教養科目
第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

大学院／Graduate School
医学研究科では最先端の医学・医療・生命科学の学術的分野の開拓や社会
に役立つ発展的なトレーニングを。保健看護学研究科では現代的なヘルス
ケアニーズに即した研究と実践を。
どちらも本学の理念である
「世界トップ
レベルの医学を地域へ」
を体現する人材の育成を目指します。
At the Graduate School of Medicine, advanced scientiﬁc exploitation of
the latest life science for society. At the Graduate School of Health
Nursing, research for contemporary health needs. Both of them aim to
nurture talent who embodies the principles of our university.

教育トピックス／Education Topics

三大学教養教育共同化

北部滞在型地域実習

国際交流

Collaboration of three Universities

Regional Medicine

International Exchange

本学と京都府立大学、京都工芸繊維大学
と連携し、１年生は合同で教養の授業を
受ける。異なる夢を追いかける学生同士
のふれあいは深い人間性を養う。

南北に長い京都府は人口偏在や経済活動
に格差がある。高齢化・医療過疎が進む北
部地域で、学生たちは地域医療の実情を
学ぶ。

国外の大学・研究機関との連携や学術交流
を積極的に推進。現在21機関と協定を締
結。
学生の海外臨床実習や留学生の受け入
れを通じ、
異文化に触れる機会を提供。

Kyoto Prefectural University of Medicine,
Kyoto Prefecture University and Kyoto
Institute of Technology cooperate in liberal
arts education for ﬁrst year students.

Medical training in the graying Northern
part of Kyoto Prefecture is conducted, for
students to study and experience
community care.

We are engaged in academic exchanges
with 21 overseas universities and
research institutes. We oﬀer students the
opportunity to go abroad for studies and
clerkships.

研 究 Research

京都府立医科大学の研究分野におけるランキング 出典：朝日新聞出版「2018年版大学ランキング」

科学研究費獲得状況／Research Funding

文部科学省科学研究費の推移／MEXT Funding (2012-2017)

我が国最大の競争的資金であり、大学の研究力の指標の一つ。本学は全国
約770校の中でも教員一人あたりの配分はトップクラスを誇ります。
When it comes to research power and funding, we are among the top
class of about 770 schools nationwide.

直接経費金額（千円）

科学研究費補助金総額（平成29年度）※教員1人当たり

400,000

金

額

2,653 千円

全公立大学中（89大学）

1位

全大学中（770大学）

15 位

書籍・引用データベース／Article Reference Data
研究成果は次のステップに繋がることが重要。
引用指数の高さは研究の質の
高さでもあり、
世界トップレベルの医学研究に日夜取り組んでいます。
It is important to make the next step from research results. The number of
citations and references are an indication of the quality of research. We are
working on world top medical research day and night.
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書誌・引用データベース
「Scopus」
（掲載論文）
（平成25〜29年度）※教員1人当たり
件

数

5.62 件

全公立大学中（89大学）

4位

全大学中（770大学）

34 位

産学連携／Cooperation with Companies
大学の研究成果や専門的知識を社会還元するために、民間企業との連携
は欠かせない。公立医科大学ならではの多様な機関との連携がより一層広
く深い展開に繋がっていきます。
Cooperation with companies can be key for research results to beneﬁt
society. Cooperation with diverse organizations leads to wider and
deeper innovation.

共同研究講座

共同研究

受託研究

寄附講座

講座の設置

○

×

×

○

研究実施主体

共同

共同

大学

大学

研究機関

２〜５年

制限無し

制限無し

２〜５年

専任教員

○

×

×

○

成果の帰属

共有

共有

大学

大学

研究トピックス／Research Topics

長寿コホート研究

再生医療研究

がん治療研究

Longevity Cohort Study

Regenerative Medical Research

Cancer Treatment Research

近隣大学や企業と協力しながら、基礎研究
をはじめ、創薬や臨床応用など、新たな治
療方法の開発研究を進めています。

学内横断組織である
「がん征圧センター」
を中心に、臨床応用を前提としたがん研究
や、がん治療のプロフェッショナルの育成
に取り組んでいる。

日本でも有数の長寿地域である京丹後市。
地域住民の協力のもと、大規模な疫学研究
を実施し、
人類共通の課題である
「健康な高
齢化社会のあり方」
を追求している。
Kyotango-shi,is within japan a region deﬁned
by longevity. We are researching factors of
longevity through extensive epidemiological
studies.

Regenerative medicine is being studied
with universities in the region starting
from fundamental research, aiming for
clinical application.

With our cross-sectional Cancer Center,
we are in cooperation with our hospital
engaged in research aimed at clinical
application.

大学施設／Facility

大学施設 Facility
附属病院
University Hospital
病床数：1,065床

診療科：33科

外来患者者数：505,848名

特定機能病院をはじめとする国や都道府県の各種指定を受けた専門性の高い医療機関として、
各
分野で高度で最先端かつ安全な診療を提供。
臨床に強い病院として信頼は高く、
連携病院は京都
府内にとどまらない。
一般患者さんの診療と共に、
医学部の大切な臨床実習の場でもある。
患者と
教員が一緒に未来の医師や看護師を育てている。
1,065 Beds

33 Departments

505,848 Outpatient Consults

Our aﬃliated hospital is a highly specialized medical institution that received various
designations by the country and prefecture. The area relies on our specialized clinical
medicine. Besides patient care the hospital has an important function in educating future
generations of doctors and nurses.

附属北部医療センター
North Medical Center
病床数：295床

診療科：21科

外来患者者数：145,163名

日本三景・天の橋立が一望できる京都府北部地域の基幹病院。都市型の医療体制とは違い、救
急隊との連携やドクターヘリの運用などにも密に関わっている。ほとんどの医師は本学の教員
であり、診療・教育・研究を充実させている。2020年春にはがん診療棟を開設予定。地域に根ざ
した北部地域の知の拠点を目指している。
295 Beds

21 Departments

145,163 Outpatient Consults

This hospital with a view on a beautiful coast is a medical hub for the northern part of Kyoto
Prefecture. The hospital works in tight collaboration with emergency services and the
operation of doctor helicopters. Most doctors are composed of KPUM faculty members. A
ward for cancer care is set to open in the spring of 2020.

附属図書館
University Library
蔵書数：28万冊 環境設備：無線LAN、AVルーム、セミナー室、
ブラウジングルーム、個人閲覧室
医学、看護学などの専門書をはじめ、貴重な図書資料を数多く所蔵。図書館ホームページからは
蔵書検査も可能。多くの書籍の電子版の情報が利用できる。2017年からは下鴨館（京都学・歴彩
館）
も開館。学生をはじめ、教員や一般市民が多く利用している。
280,000 Books
Starting from medicine and nursing science the main library has a broad and valuable
collection of books and other materials. Electronic versions of papers can be viewed. In 2017
the Shimogamo Library was opened for usage by students, staﬀ and citizens.

永守記念最先端がん治療研究センター
Nagamori Memorial Center of Innovative Cancer Therapy and Research
2017年11月、陽子線によるがん治療機器を備えた、最先端のがん治療研究施設として附属病院
に隣接して竣工。PET検査室や化学療法室、温熱療法室など、がんの予防・診断・治療まで一貫し
た医療提供に加え、高度ながん治療研究を推進。
In November 2017, this new facility with equipment for proton beam therapy was
completed. As a state of the art treatment and research center next to our university
hospital it will promote research and oﬀer advanced treatments, The center is furthermore
equipped for PET, chemotherapy and hyperthermia. Prevention, diagnosis and treatment is
brought together to promote better care and high level research.

交通アクセス／Access

北山

河原町キャンパス

松ヶ崎
市バス「北山駅前」

コンサートホール

広小路キャンパス
寺町通

河原町通

北大路

川端通

丸太町
丸太町通

烏丸御池

市役所前

阪急電車

阪急
河原町

御池通

北大路通

下鴨キャンパス
（稲盛記念会館）
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-5

神宮丸太町

Shimogamo Campus
（Inamori Hall, Liberal Arts and Science Building）
1-5 Shimogamohangi-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-0823 Japan
鴨川

地下鉄東西線

市バス「府立大学前」
下鴨本通

市バス・バス停
府立医大病院前

市バス「府立大学正門前」
下鴨中通

京都御苑

京都府立京都学・歴彩館

京都府立大学

加茂川

京阪電車

地下鉄烏丸線

今出川通

烏丸通

叡山電車
出町柳

地下鉄烏丸線

烏丸通

京都府立植物園

北山通

下鴨キャンパス

三条京阪

四条通

七条通

JR 京都駅

河原町キャンパス 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地
Kawaramachi Campus 465 Kajii-cho, Kawaramachi-Hirokoji, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8566 Japan
広小路キャンパス 〒602-0857 京都市上京区清和院口寺町東入中御霊町410番地
Hirokoji Campus 410 Nakagoryo-cho, Seiwa'inguchi-Teramachi, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0857 Japan
峰山

京都府立医科大学附属

線

豊

宮

宮福線

宮津天橋立 IC

米原

福知山線

丹波 IC

〒629-2261 京都府与謝郡与謝野町字男山481番地
North Medical Center(Yosa Campus)
481 Aza-Otokoyama, Yosano-cho, Yosa-gun, Kyoto 629-2261 Japan

京都

京都府立医科大学
名神高速

道

貫
縦
都

京

亀岡
山陰線

海
東
吹田

奈良線

道

線

吉川

沓掛 IC

山陽道

奈良

大阪

西宮

神戸

姫路

山陽線

北陸道

京丹波わち IC

綾部

福知山

中国道

北部医療センター
（与謝キャンパス）

舞鶴若狭道

綾部
JCT

北陸線

山陰線

小浜線

敦賀

小浜

与謝天橋立 IC

北部医療センター

西舞鶴

豊岡

天橋立
宮津

京都府立医科大学

京都府立医科大学附属病院

https://www.kpu-m.ac.jp/

http://www.h.kpu-m.ac.jp/

京都府立医科大学附属
北部医療センター
http://nmc.kpu-m.ac.jp/

〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
465 Kajii-cho, Kawaramachi-Hirokoji, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8566 Japan
Tel. 075-251-5111 http://www.kpu-m.ac.jp

京都府立医科大学附属図書館
http://www.kpu-m.ac.jp/k/library/

