
専攻医（後期研修医）制度の御案内

病院長からのメッセージ
　本院は、国内外でも屈指のスペシャリストが各教室に在籍しており、高度先進
医療を習得したい方にとっても最高の指導体制を整えています。また、関係病院
も京都府内にとどまらず近畿一円をカバーしており、留学などのキャリアプラン
も含め、個人のライフスタイルに応じた後期研修が可能です。知識・技術的にも、
人間的にもキャリアアップを図りたい方、当院での後期研修をおすすめします。
一緒に頑張りましょう！

 京都府立医科大学附属病院　病院長　夜久　均

専門研修プログラム・応募に関する問い合わせ先

　本院での後期研修をお考えの方は、それぞれ専
攻を希望する診療科までお問い合わせください。
　「京都府立医科大学附属病院」のホームページ
　(http://www.h.kpu-m.ac.jp) から
　「臨床研修・専門医」→「専門医プログラム」の
サイトをご覧いただくと、研修内容の詳細、見学・
応募先 ( 担当者 ) のメールアドレス等が掲載され
ています。
※ 左記連絡先については、原則として平日の 9:00 ～
17:00となります。

なお

｢内科専門医プログラム｣ については、
内科代表教室（令和 4 年度は血液内科学
/075-251-5740）

｢外科専門医プログラム｣ については、
外科代表教室（令和 4年度は呼吸器外科学
/075-251-5739）

へそれぞれお問い合わせください。

このリーフレットに関するお問い合わせは

京都府立医科大学附属病院 
事務局  病院管理課  総務調整係
電  話：075-251-5233
E-mail：byokanso@koto.kpu-m.ac.jp

へお願いします。

 【京都府立医科大学附属病院の理念と基本方針】
＜理　　念＞　 世界トップレベルの医療を地域へ
＜基本方針＞　・高度で安全、患者さんにとって安心な医療の提供に努めます
　　　　　　　・患者さんの権利を尊重し、患者さん主体の医療を行います
　　　　　　　・すべてのスタッフは互いに連携し、チーム医療を進めます
　　　　　　　・新しい医療を開発するとともに、未来を担う医療人を育成します
　　　　　　　・京都府における基幹病院として、地域医療に貢献します

所　　属 電話番号
○総合診療科
　（総合医療・医学教育学教室） 075-251-5875

○
内　

科

　消化器内科 075-251-5519
　循環器内科

075-251-5511
　腎臓内科
　呼吸器内科 075-251-5513
　内分泌・糖尿病・代謝内科

075-251-5505
膠原病・リウマチ・アレルギー科

　血液内科 075-251-5740

　脳神経内科 075-251-5794

　感染症科 075-251-5652

○
外　

科

　消化器外科 075-251-5527

　心臓血管外科 075-251-5752

　小児心臓血管外科 075-251-5837

　呼吸器外科 075-251-5739

　内分泌・乳腺外科 075-251-5534

　移植・一般外科 075-251-5532

　小児外科 075-251-5809

○形成外科 075-251-5730

○脳神経外科 075-251-5541

○整形外科 075-251-5549

○産婦人科 075-251-5560

○小児科 075-251-5571
○眼　科 075-251-5578
○皮膚科 075-251-5586
○泌尿器科 075-251-5595
○耳鼻咽喉科 075-251-5603
○精神科・心療内科 075-251-5612
○放射線科 075-251-5620
○麻酔科 075-251-5633

　疼痛・緩和ケア科 075-251-5177
○リハビリテーション科 075-251-5324
○病理診断科 075-251-5668
○救急医療科 075-251-5393
　歯科 075-251-5641

中
央
部
門

　集中治療部 075-251-5633
○臨床検査部 075-251-5652
　輸血・細胞医療部 075-251-5891
　遺伝子診療部 075-251-5659

○：専門医プログラム（基本19領域）を整備している診療科
（本院には基本19領域のすべての専門医プログラムが整備されています。）

永守記念最先端がん治療研究センター
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専攻医制度の概要

募集時期 資　　　格 専門研修期間 プログラム

前期専攻医 9月頃 初期臨床研修修了者 １年間

各診療科毎に
作成

後期専攻医

1月頃

当院前期専攻医課程又は同等の課程
（1年以上の専門研修）修了者

各診療科に
おいて決定医　　員

病院助教
特命病院助教

診療、教育、研究上業績があり、
専門医等資格を取得した者又は
大学院博士課程修了者

後期研修を実施している診療科（部）名
　消化器内科 　循環器内科 　腎臓内科 　呼吸器内科 　血液内科 　脳神経内科
　内分泌・糖尿病・代謝内科 　膠原病・リウマチ・アレルギー科 　感染症科 ・・・【○内科】
　消化器外科 　呼吸器外科 　心臓血管外科（小児心臓血管外科）  
　内分泌・乳腺外科 　移植・一般外科 　小児外科 ・・・【○外科】
○総合診療科 ○形成外科 ○脳神経外科 ○整形外科 ○産婦人科 ○小児科
○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 　疼痛・緩和ケア科 ○リハビリテーション科 ○病理診断科
○救急医療科 　歯科 ○臨床検査部 　集中治療部 　輸血・細胞医療部 　遺伝子診療部
○：専門医プログラム（基本19領域）を整備している診療科
　　（本院には基本19領域のすべての専門医プログラムが整備されています。）
注）基本領域専門医プログラムの参加については、事前に当該診療科・部へ確認して下さい。（問い合わせ先は裏面掲載）

募集人数
・前期専攻医（卒後3年目）　150名
・後期専攻医（卒後4年目以降、病院助教・医員等含む）　160名

給与・勤務条件　
身　　分：京都府公立大学法人有期雇用職員（非常勤）

給　　与：前期専攻医　月額37万円程度
　　　　　後期専攻医　月額38万円程度
　　　　　　　　　　  月額 41万円程度（医員・病院助教称号付与者）
　　　　　　　　　　  月額 49万円程度（特命病院助教称号付与者）
　　　　　※  月あたり当直4回、時間外勤務月20時間で試算

（別途期末手当を支給予定）

基本給･手当詳細：基本給（14日以上の勤務で満額支給されます）
　　　　　　前期専攻医　月額243,600円
　　　　　　後期専攻医　月額252,000円
　　　　　　　　　　　  月額 281,400円（医員・病院助教称号付与者）
　　　　　　　　　　　  月額 350,000円（特命病院助教称号付与者）
　　　　　当直手当（1回あたり）　21,000円
　　　　　  期末手当（最大で基本給の2.4 ヶ月分支給）、通勤手当（法人認定額）に加え、時間外勤務手当、救急

勤務医手当等が支給されるほか、診療科によっては産科後期研修医手当、分べん取扱手当、新生児担
当医手当等の支給があります。

　　　　　また、上記に加え、関係病院での診療支援も可能としております。
　　　　　（内容は各所属によって異なります。）

そ の 他：  京都府地域医療確保奨学金（月額150,000円が京都府より貸与されます。但し、産婦人科、小児科
又は小児外科については、月額50,000円を加算）に応募することも可能です。

　　　　　  育児・介護等により短時間勤務をすることも可能です。（特定専攻医）

社会保険：  全国健康保険協会（協会けんぽ）、厚生年金、雇用保険、
労働者災害補償保険

福利厚生：  健康診断年1回、小児系感染症（麻疹、風疹、ムンプス、水痘）、
B型肝炎、インフルエンザ予防接種 ※全て無料

　　　　　 院内に生協売店のほか、カフェ及び京都東急ホテル直営レスト
ラン（職員割引適用）、コンビ二有り（ローソン）

　　　　　学内保育所、病児保育室有り

多彩な開放型キャリアプラン

医学博士

専門医

国内外
留学

研究機関

Academic
Position 企業

保健所

開業
省庁

NPO

京都府立医科大学附属
病院では、多くの関係
病院や研究機関等との
連携により、初期研修
修了後多彩な開放型
キャリアプランを実現
することが可能です。

関係病院
医員

大学院博士課程
大学院で学位取得
（基礎系および臨床系）

各科において、専門医・認
定医取得の為の高度な医療
知識・スキルの習得

初期研修
2年

大学病院 or 関係病院
後期研修

京都府立医科大学附属病院医師養成プラン
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