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京都大学病院群研修プログラムの特長は、充実した指導体制と自由度の高さです。

自由選択期間においては大学病院にしか設置されていないような専門性の高い診療科での

研修も可能で、個人のキャリアパスを見据えたオリジナリティの高い研修プログラムが構築でき

ます。技能習得のためのシミュレータや、オンラインテキストや論文検索などの学習環境も充実

しています。職種を超えた勉強会やカンファレンスが毎日のように開催され、研修医を対象とし

た質の高い講習会も豊富です。また、第一線を担う多彩な研修協力病院（たすきがけ病院）と

京大病院の両方で研修ができるプログラムを用意し、幅広い経験を積むことを可能にしています。初期研修の二年だけでなく、

医師としての将来のキャリアを見越した実りある研修を身につけるために、京大病院での研修をお勧めします。

＜研修責任者からのメッセージ＞
研修管理委員長／医師臨床教育・研修部長 小西 靖彦

京大病院 初期臨床研修の目指すもの
・ 大学病院ならびに協力病院のもつ豊富な学識と経験を最大限にいかし、広くプライマリー

ケアの素養を習得する
・ 優秀な指導医のもとで高度先端医療を担うチームの一員 として、医療の質と安全を意識
しつつ、将来のキャリアパスにつながる研修をめざす

・ プロフェッショナルとしての高い倫理観に根ざして、社会に貢献できる医師の育成を目標
とする

初期研修の2年間は、その後の専門医や研究を含めた様々なキャリアの通過点ですが、

その2年をいかに過ごすかで、その後の医師としての基本的な姿勢や方向がかなり決ま

ります。京都大学病院（病院群）研修プログラムは、優れた指導者や研究者が身近に豊富

にいることもさることながら、大学ならではの多種多様な研修の機会を提供しています。

出身大学には全くこだわりません。現在も半数以上は他大学出身者です。ここ数年で卒

前の医学部教育や卒後の専門医制度が大きく変化していますが、多くの人材が京大での

初期研修を経て、その後のプロフェッショナルとしてのさらなる研鑽や活躍に繋げていっていることを嬉しく思います。

＜研修責任者からのメッセージ＞
総合臨床教育・研修センター 研修副部長 伊藤 和史



私は当院のCプログラムを選択し、1年目は済生会野江病院で、2年目は当院で現在研修を行って
います。1年目の研修病院では、幅広い分野の手技やcommon diseaseを経験させていただき、大変
充実した一年となりました。大学病院で研修を始めてから1ヶ月が経ちますが、各科の先生方や、同
期の仲間達の知識が大変豊富であり、昨年得た知識・経験に一層深みが増していくのを感じます。
大学病院ながらの専門的な疾患にも触れ、処方や処置１つ１つに意味を考えながら毎日大変勉強さ
せていただいています。たくさんの専門家に囲まれて行う研修は、今後医師を続けていくにあたり貴
重な経験になると思います。是非、当院の研修で充実した2年間を送ってください！
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優秀なスタッフがいます。世界に通用する実績があります。

皆さんの要望に応えられる選択自由度の高いプログラムがあります。

最近は海外からの研修生も多く、京大の良さが世界に広がってきています。

大学院での研究、留学、研修終了後の協力病院への就職など

キャリアアップにも最適！

世界に通じる一流の医師になりたいあなた！

ぜひとも京大にお越しください。

＜先輩からのメッセージ＞
阿部 咲良（H30年度Cプログラム）

京大病院で研修を行う最大の利点は、専門に秀でた指導医の先生方と一緒に仕事ができること、
また交流できることだと考えています。
実際に、指導医の先生と臨床研究に取り組む機会を与えて頂きました。また、一流の先生方に、

自分のキャリアを相談させて頂くこともありました。将来、大学病院でのキャリアを志望する自分に
とっては有意義なことでした。
これらのメリットを考えると、Aプログラムでの研修を選んだことは適切だったと感じています。大き

な志を持った後輩たちが、研修に参加してくれることを願っています。

稲葉 竜太（H30年度Aプログラム）

私は2年間京大病院で初期研修をさせていただきました．学部卒業時より血液内科を志望しており，
悪性腫瘍の診療機会が多い大学病院を研修先として選んだというのが主な理由でした。
ローテートさせていただいたどの診療科においても難治性の疾患の他院からの紹介などが多く，

希少な症例の経験を多く積めることが当院での研修の大きな利点と言えると思います．もちろん学
会での症例発表の機会も多く経験できます．診療科の中でもアカデミックなカンファレンスの場が多く，
院外での発表の練習にもなります。
また一般的に，実臨床能力の向上不良が大学病院での研修の弱点としてよく指摘されますが，当

院では初期診療・救急科など研修医の経験を重視していただける診療科も多く，急変時の対応など
初期研修で獲得すべき能力については十分身につけられると思います。
皆様が研修先として当院を選択されることを心より願っております。

鈴木 優太（H30年度特別プログラム）



自由度の高い研修プログラム

Aプログラム (３０名)

∗特色

京大病院で２年間研修するプログラム。

２年目は原則８ヶ月の選択期間が設けられている。

将来の希望診療科に関わらず大学病院の各診療科（部）と密接な関係を構築することができる。

内科研修

３診療科×２ヶ月または２診療科×３ヶ月

呼吸器内科 血液内科

循環器内科
糖尿病・内分泌・

栄養内科

腎臓内科 消化器内科

免疫・膠原病内科 神経内科

外科研修

１診療科
（A・Bプログラムのみ）

消化管外科

肝胆膵・移植外科

心臓血管外科

呼吸器外科

京都大学が創立以来受け継いできた「自由な学風」を尊重し、多様性を重視した多彩なコース選択が可能なプログラムを設定。

２年目の研修は、プライマリーケアを担う一般的な診療はもちろんのこと、大学病院ゆえの高度先端医療や専門性の高い診療

科での研修も可能で、個人のキャリアパスを見据えたクオリティの高い研修ができるように配慮しています。

●研修詳細(内科・外科)
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※麻酔１ヶ月（4W）は救急部門とする。
2年間を通じて救急外来を4W分行う。

※図は例であり履修の順番は入れ替わる。地域医療は2年目で実施。



∗特色

１年目を京大病院、２年目を協力型臨床研修(たすきがけ)病院で研修を行う。

２年目は各病院のプログラムに準じて行う。

∗特色

１年目を協力型臨床研修病院(たすきがけ病院) 、２年目を京大病院で研修を行う。

２年目は１年目の研修状況に応じて選択期間が設けられている。

Bプログラム (７名)

Cプログラム (２５名)

当院では協力型臨床研修病院とのたすきがけ研修も

行っています。

協力病院は数ある関連病院の中でも特に研修医教育

に定評のある病院を選りすぐり、研修の受入れをお願い

しています。

指導医間の交流も活発であり、病院を移っても一貫性

のある研修が受けられるよう密に連携しています。

１年目 ２年目

京大病院

協力病院

Bプログラム

Cプログラム

京大病院

協力病院
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※麻酔１ヶ月（４w)は、救急部門とする。2年間を通じて救急外来研修を並行研修として4ｗ分行う。

※２年目は各病院のプログラムに準じて行う。

※図は例であり履修の順番は入れ替わる。地域医療は2年目で実施。

※上記は例であり、１年目は各病院のプログラムに準じて行う。

※１年目必修科目の研修を修了していない場合は、２年次に当院にて当該研修を行う。

外科
一般
外来

救急 麻酔※
地域

産婦人科　　小児科 精神科

２ヶ月
（9w)

1ヶ月
(5w)

1ヶ月
（4w)

２ヶ月
（9w)

１ヶ月
（4ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１年目５２w ２年目５２w

内　科　
6か月
(25ｗ)
選択科

8ヶ月（33ｗ）



∗特色

京大病院で２年間研修する。

1年次に産婦人科を２ヶ月研修できる。

∗特色

京大病院で２年間研修する。

1年次に小児科を２ヶ月研修できる。

NICUにおける研修もプログラムで可能。

産婦人科重点プログラム (３名) ※H３１年度募集実績

小児科重点プログラム (３名) ※H３１年度募集実績

血液内科
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 脳神経内科 腎臓内科 消化管外科 乳腺外科

肝胆膵・移植外科 小児外科 眼科 呼吸器外科 精神科神経科

皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 整形外科 産科婦人科

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 小児科
NICU

（新生児集中治療部）
初期診療・救急科 ＩＣＵ(集中治療部)

※２年次

（病理診断科）
※２年次

希望者のみ要相談

ＳＣＵ(脳卒中診療部)
※２年次

腫瘍内科
※２年次

検査部・感染制御部
※２年次

●研修詳細(選択科) 履修できる科が34あります（大学病院の特長）
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※麻酔１ヶ月（４ｗ）は救急部門とする。２年間を通じて救急外来研修を４ｗ分行う。

※麻酔１ヶ月（４w)は救急部門とする。2年間を通じて救急外来研修を4ｗ分行う。

※一般外来は小児科で行う。

産婦人科
一般
外来

救急 麻酔※ 地域 外科 小児科 精神科

２ヶ月
（9w)

1ヶ月
(5w)

１ヶ月
（４w)

　２ヶ月
（９W)

１ヶ月
（４w)

１ヶ月
（５w)

１ヶ月
（５w)

１ヶ月
（５w)

１年目　５２w ２年目　５２w

内　科　
6か月
(25ｗ)
産婦人科関連選択科

8ヶ月（33ｗ）

小児科
一般
外来

救急 麻酔※ 地域 外科 産婦人科 精神科

２ヶ月
（9w)

1ヶ月
(5w)

１ヶ月
（４w)

　 2ヶ月
（９W)

１ヶ月
（４w)

１ヶ月
（５w)

１ヶ月
（５w)

１ヶ月
（５w)

１年目　５２w ２年目　５２w

内　科　
6か月
(25ｗ)
小児科関連選択科

8ヶ月（33ｗ）



１年次

２年次

∗特色

京大病院で２年間研修する。

１年次に将来の希望の１診療科(部)を２ヶ月研修できる。

特別プログラム (１2名)

●ローテート例
幅広いキャリアパス形成に対応しています
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※麻酔１ヶ月（４w)は救急部門とする。2年間を通じて救急外来研修を4ｗ分行う。

※図は例であり履修の順番は入れ替わる。地域医療は2年目で実施

・１年次に選択科目を研修する場合

※１年次に選択科目を２か月、２年次に必修科目(外科,産科婦人科,小児科、精神)を研修

・１年次に必修科目を研修する場合

※必修科目(外科,産科婦人科,小児科、精神)について１年次に１診療科を２か月、２年次に残りの３診療科を研修。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ａ 消化管外科
初期診療・

一般外来
糖尿病･内分泌･栄養内

科
消化器内科 腎臓内科 麻酔科

救急科

Ａ 麻酔科 一般外来
初期診療・

呼吸器外科 呼吸器内科 循環器内科
救急科

Ｂ
糖尿病・内分泌・栄養内

科
血液内科

肝胆膵・ 初期診療・
一般外来 麻酔科 消化器内科

移植外科 救急科

産 産科婦人科 一般外来
初期診療・

麻酔科 免疫・膠原病内科 消化器内科 血液内科
救急科

小 循環器内科 消化器内科 免疫・膠原病内科 小児科 麻酔科 一般外来
初期診療・

救急科

特 眼科 一般外来
初期診療・

糖尿病・内分泌・栄養内科 神経内科 麻酔科
救急科

特 消化管外科
初期診療・

一般外来 糖尿病・内分泌・栄養内科 神経内科 麻酔科
救急科

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ａ 産科婦人科 小児科
精神科

放射線診断科 地域研修 血液内科
初期診療・

腫瘍内科
神経科 救急科

Ａ 小児外科 地域研修 心臓血管外科 産科婦人科 小児科
精神科 肝胆膵・

ＩＣＵ 乳腺外科
神経科 移植外科

Ｃ 小児科 産科婦人科 腎臓内科
精神科

地域研修 免疫・膠原病内科 皮膚科
神経科

産 地域研修 放射線診断科 NICU
精神科

小児科 呼吸器外科 産科婦人科
神経科

小
初期診療・ 精神科

地域研修 産科婦人科 消化管外科 小児科
救急科 神経科

特 脳神経内科 産科婦人科 小児科 循環器内科 ＩＣＵ 呼吸器外科 地域研修
精神科

脳神経外科
神経科

特 脳神経内科
糖尿病・内分泌・栄養内

科
腫瘍内科 産婦人科 小児科 地域研修

精神科
血液内科

神経科

選択科目
（１診療科）

一般
外来

救急 麻酔※ 地域
 外科 産婦人科 小児科 精神科

２ヶ月（９W)
1か月
(5w)

１ヶ月
（４w)

   2ヶ月
(９W)

１ヶ月
（4ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１年目　５２w ２年目　５２w

内　科　6か月(25ｗ)
選択科

7ヶ月（２８ｗ）

必修科目
（１診療科）

一般
外来

救急 麻酔※ 地域


２ヶ月（９W)
1か月
(5w)

１ヶ月
（４w)

　2ヶ月
（９W)

１ヶ月
（4ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１ヶ月
（5ｗ）

１年目　５２w ２年目　５２w

内　科　
6か月
(25ｗ)
選択科

8ヶ月（33ｗ）

必修科目（３診療科）



多彩な協力病院・協力施設

地域の第一線を担う協力病院・施設に
協力いただいています

診療所から病院までの
流れを経験することが

できました

介護老人保健施設や
訪問看護ステーションと
密接に連携していました京都府

滋賀県

大阪府
奈良県

和歌山県

往診や訪問看護に
同行して実際の活動を
見ることができました

診療科の垣根が低く
１年間でどの病棟も
顔見知りになれました

救急当直は非常に
忙しく実力がつきました

指導をうけながら
総合内科外来を
担当できました

縁もゆかりもない地域
でしたが人はやさしく
居心地のよい所でした

医療はその土地、人々
に併せて柔軟に変化し
一元的なものではない

とわかりました

研修医の声

8 CraftMAP -U.S. and the world blank outline MAP

兵庫県
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都道府県 研修協力施設

岩手県 奥州市国民健康保険まごころ病院

宮城県 気仙沼市立本吉病院

福井県 若狭高浜病院

京都府

大阪府

丹後中央病院

京都民医連あすかい病院

京都逓信病院

愛寿会同仁病院

十条リハビリテーション病院

朋友会泌尿器科上田クリニック

淀さんせん会金井病院

清仁会水無瀬病院

奈良県 大和郡山病院

都道府県 協力型臨床研修病院

静岡県

静岡県立総合病院

静岡市立静岡病院

市立島田市民病院

福井県 福井赤十字病院

滋賀県

彦根市立病院

大津赤十字病院

（大津市民病院）

滋賀県立総合病院

市立長浜病院

京都府

京都医療センター

三菱京都病院

京都桂病院

京都岡本記念病院

大阪府

済生会茨木病院

枚方公済病院

北野病院

大阪赤十字病院

関西電力病院

済生会野江病院

市立岸和田市民病院

奈良県 大和高田市立病院

和歌山県 日赤和歌山医療センター

兵庫県

公立豊岡病院

赤穂市民病院

国立姫路医療センター

島根県 松江市立病院

香川県 高松赤十字病院

協力型臨床研修病院

古くから交流のある関連病院の中でも特に研修医教育に

定評のある病院を選んで協力していただいています。

いずれも地域の第一線を担う実力派病院であり、当院と

密に連携しながら臨床経験を積むことができます。

研修協力施設

２年次研修の１ヶ月間、地域医療研修として提携い

ただいている病院・医院です。地元に密着し、地域で

重要な役割を担っている病院や医院にお願いして

います。

※当院は、福井赤十字病院群卒後臨床研修プロ
グラム・赤穂市民病院群卒後臨床研修プログラム
において、研修協力病院（たすきがけ病院）として
連携を行っています。

研修医の声
市中病院ならではの良さがありcommon diseaseをしっかり

見られる病院で、臨床経験を積むには研修医にとってとても
よい病院であると思います。医師も多く、医局が全員一緒
なので、すぐに相談できたり、上の先生とも仲良くなり
やすかったです。エコーや手技の練習をさせてくれるので、
とても実践的でした。一年間充実した年になりました。

協力病院・施設
を訪問し、研修
改善にむけて
積極的に意見
交換を行って
います。

地域密着型
の病院で幅
広い貴重な
経験が得ら
れます。
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研修内容

一般外来での研修と在宅医療

の研修を行います。病棟研修

を行う場合は、慢性期・回復期

病棟での研修を含みます。地

域包括ケアの実際について学

ぶことができます。



プライマリ・ケア研修充実の為、2年間
を通して他の診療科・部を研修する間
にも継続して救急研修を行っています。
指導体制は、指導医が2年次研修医

を教育し、2年次研修医が1年次研修医
を教える「屋根瓦式」。

※28年度の救急患者数は延べ11,043人。
(救急車受入は年間約4,323台)

充実した教育体制

初期診療・救急科
指導医

２年次研修医

１年次研修医

屋根瓦式教育

京大病院Grand Round
各診療科（部）が持ち回りで担当する

症例カンファレンス。研修医による症例
発表に続いて指導医のミニレクチャーが
あります。
実際の症例を元にした即使える内容満

載で、研修医だけでなく医学生やメディ
カルスタッフにも好評です！
通称「ランチョンセミナー」。お弁当とお

茶が配布されます。

ユニット式レクチャー
研修医と指導医をつなぐ新しい企画！

❝ユニット式レクチャー❞は１時間前後の
レクチャーが一斉に提示され、開催を希望
するものについて、研修医が主体的に
参加者を募り、講師と相談して開催する、
双方向の、新しい学習スタイルです。

「学びたいことを学びたいときに学ぶ」
ことのできるシステムで研修医をサポート
しています。

救急外来研修 CPC
CPC(Clinico-Pathological

Conference)は、年間20回
以上開催されており、研修医
の参加が推奨されています。
主治医団と病理診断医に

よる症例検討は非常に勉強に
なります。
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京都医療センターでの
救急研修のチャンスも！
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クリニカルシミュレーションセンターは
多くのシミュレータを保有し
いつでも無料で利用可能です！

末梢血管確保トレーニング
シミュレータでのトレーニングと合わ

せ駆血帯の扱い、血管の見極め方、
点滴の準備、穿刺とテープ固定など一
連の流れも練習。最後には、お互いの
血管に穿刺し、感覚を掴みます。

採血トレーニング
感染制御部の医師や採血のプロ

である看護師から指導を受けます。

RUSH exam Ultrasound in Emergency
初期診療・救急科の医師から少人数制で指導が受けられます

豚皮を用いた縫合トレーニング ：
形成外科医によるわかりやすい指導

評価型気道管理シミュレータによるトレーニング
所要時間、切歯や舌にかかる圧力、喉頭展開の様子、
チューブの挿入位置とカフ圧などが評価できます

救急蘇生トレーニング
病棟急変時の対応を小グループで

初期診療・救急科の医師から学びます。

研修開始直後も安心！オリエンテーション実習

気管内挿管トレーニング
基本的なトレーニングで気道確保が出来れば一安心！

11
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耳鼻咽喉科・頭頸部外科
オープンラボ頭蓋底セミナー
頭蓋底手術、副鼻腔・副咽頭間隙・

側頭窩下などの顔面深部に関する
手術解剖の解説とWETラボを利用し
た手術手技演習を行います。

脳死判定講習会
神経内科、初期診療・救急科、京都府臓器

移植ネットワークとの共同開催。
主に脳死判定員対象ですが、脳死判定の

ノウハウを学ぶことが可能です。

脳神経外科実習セミナー
学内の脳血管内治療シミュ

レーションラボ・マイクロサー
ジェーリー ウェットラボにて定期
的に開催されています。

整形外科骨折セミナー
模擬骨を使った骨折手術体験。
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各診療科主催のレクチャー・セミナー

どの診療科も
研修医教育に熱心です！

AI講習会
最新の、人工知能や深層学習についての学

習会・講演会を研修センターで開催し、研修
医の皆さんに医療と人工知能について考えて
貰う機会にしています。



出身大学・修了後の進路

京都大学の出身者は例年４割前後で、他大学出身者が肩身

の狭い思いをすることはありません。研修中に出身大学によ

る区別を感じることはなく、気の合う研修医と楽しく過ごせ

ていると評判です。

研修医の約３割以上は女性なので、女性研修医も過ごしや

すいような環境を整えるよう配慮しています。

5割前後の研修修了者が京大病院、4割前

後の研修修了者が関連病院で後期専門研修

を開始しています。

３年目以降の進路に関しては特に制限は

ありません。
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平成３０年度研修修了者 進路平成３１年度採用者 出身大学

京大病院
56%

関連
14%

その他
28%

基礎
2%

京大病院 関連 その他 基礎

京都大学
41%

国立31%

私立20%

公立
5%

海外
3%

京大 国立 私立 公立 海外



研修開始までの流れ

※上記日程での
受験が困難な場合
研修センターまで
ご相談ください

2019年6月13日
～8月1日

出願
願書・履歴書・エントリシート等、必要書類を
京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修
センターまで郵送（簡易書留）もしくは持参

2019年6月13日
～8月1日

マッチング参加登録
出身大学から
「参加登録用のID」と「パスワード」を
もらって、オンラインで手続き

2019年8月21日（水）
～8月22日（木）

選考試験
送付される受験票に書かれた場所・時間に受験
8月21日（水）午前 筆記試験
8月21日（水）午後 または22日（木）

面接試験

2019年9月5日
～10月4日

マッチング希望順位登録
研修したいプログラムを登録
当院はプログラムごと複数の登録が可能
中間公表は9月下旬

2019年10月17日
14：00

マッチング結果発表
当院の研修プログラムにマッチされた人には
内定通知書その他手続きに必要な書類を郵送

2020年2月 第113回医師国家試験
受験される皆さんのご健闘をお祈りしています

2020年4月1日 初期臨床研修開始！

※募集定員に
満たなかった場合
二次募集を行う
こともあります

皆さんの研修開始
がスムーズにゆく
ようサポートします
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初期研修中に身につけるべきことは、目の前の患者さんの治療の中で指導医とのディスカッ

ションを通して自ら 診療方針を立て、同僚と切磋琢磨し、様々な職種のスタッフと密に協力しな

がら、一人一人の患者さんの治療に正面から取り組むことで、医療人としての基礎を築くことです。

医学生や研修医の教育を長年行ってきた京大病院は、多くの熱心な指導医が多方向から後進

を育てるという指導スタイルが色濃く存在し、メディカル・スタッフとの連携も年々強化されていま

す。皆さんが医師としてキャリアを始める重要な時期にあたって、安心して研修を受けられる環境が

整っています。

また、その後の専門研修に関しても、京大病院と長年深い関わりのある関西を中心とした数多くの研修病院が揃ってい

ます。そこでは京大病院の診療や教育を良く知る経験豊富な指導医が、専門研修へのスムーズな移行へと導きます。

病院同士の連携だけでなく、こうした人と人との有機的なつながりは、専門研修から大学院進学、海外留学といった多

様なキャリアパスを構築する大きな助けとなることでしょう。出身大学を問わず、自由・平等なアカデミアが伝統である京

大病院で研修しませんか。総合臨床教育・研修センターは皆さんの熱意を歓迎し、全力でサポートします。

総合臨床教育・研修センター
～皆さんの研修をバックアップします～

～Facebook開設しています～

研修センター主催の行事や勉強会、クリニカ
ルシミュレーションセンターの様子などを掲載
しております。是非一度ご覧下さい♪

https://www.facebook.com/icec.kuhp

センター長からのメッセージ
総合臨床教育・研修センター長 辻川 明孝
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病院の沿革

明治32年7月 京都帝国大学医科大学を設置
明治32年12月 京都帝国大学医科大学附属医院を開設

診療開始
大正8年2月 京都帝国大学医学部附属医院と改称
昭和24年5月 京都大学医学部附属病院と改称
平成10年4月 胸部疾患研究所附属病院（160床）を統合
平成16年4月 国立大学法人化

病院概要（H29年4月1日現在）

病床数 1,121床
診療科 標榜診療科24

(平成29年度実績)
入院患者数 年間延べ336,501人
平均在院日数 14.3日
外来患者数 年間延べ685,863人 一日平均2,840人
救急患者数 年間延べ10,929人
手術件数 年間延べ6,433件
デイ・サージャリー 年間延べ4,284件

病院の基本理念

１ ．患者中心の開かれた病院として、安全で質の高い
医療を提供する

２ ．新しい医療の開発と実践を通して、社会に貢献する
３ ．専門家としての責任と使命を自覚し、人間性豊かな

医療人を育成する
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