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当施設の利用予約は、
① 備品貸出のみ
② 備品 ＋ 会場 …の
いずれかの方法で申請をおこないます。

※参加費用などを徴収する企画での利用は
禁止しております。

※会議での利用はご遠慮ください。

ホームページ内で始めに表示される
下記の画面からWEB予約システムの利用について
ご説明いたします。



☆施設予約状況カレンダー
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↑研修センターホームページ内の

シミュレーションセンター トップ画面の

「施設予約状況カレンダー」を

クリックします。

ホームページ検索方法

ホームページ「京都大学医学部附属病院」から「BANNERS」
→ ホームページ「総合臨床教育・研修センター」

→ 「シミュレータ」クリニカルシミュレーションセンター



☆施設予約状況カレンダー
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↑ 「施設予約状況カレンダー」が開き、

今月の施設内の会場の利用予定一覧が表示されます。
会場の利用を予定の場合は必ず確認してください。

会場名：
・シミュレーションエリア
・多目的室
・模擬病室



☆施設予約状況カレンダー

6

備品のみの貸出をご希望の場合は

「備品・使用日時選択に戻る」から
先に進むことができます

日付の右端にある
「▼」をクリックすると

現在から６ヵ月先までの
会場の予約状況を
確認できます。

閲覧したい日付を選択し

「表示年月切替」を
クリックすると
カレンダーが切り替わります。

土・日曜日や祝日、
カレンダーで表示されない
７か月以上先の日付での
利用をご希望の場合は
事前にご相談ください。

多量の備品貸出、会場や備品の長期貸出・予約をご予定の場合は
早期予約をおすすめしております。

利用開始する日付を選んで

「予約へ」をクリック！

※日付や利用期間は
あとで変更できます。



☆施設備品予約－備品選択

7

↓「施設備品予約」の画面に移動します。

こちらの画面では

◎利用したい備品の指定（個数はあとで入力します）

◎利用期間・時間帯（会場+備品貸出の場合）

◎貸出・返却日時（備品貸出のみの場合）

…についての入力をおこないます。



☆施設備品予約

物品の一覧は各用途ごとに
青いバーの中にまとまっています。

各バーの先頭にある「▼」を
クリックすると当施設で貸出可能な
シミュレータ・備品の一覧が開き、
表示されます。

「▲」をクリックすると一覧が閉じ、
収納されます。
（この動作によってチェックした
内容が消去されることはありません）

利用したい備品をそれぞれ探し、
項目の先頭にある
チェックボックスをクリックして
指定してください。
（チェックされた備品の個数を

次の画面で指定できます）

CL ICK！
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☆施設備品予約
画面右上

画面下段

◇チェックをすべて外す
…備品につけたチェックが全て外れます。

（ここを一旦クリックするとチェックが全て外れ、
元に戻りません。はじめからやり直してください）

◇すべて開く…すべての青いバーの内容が開きます。

◇すべて閉じる…すべての青いバーの内容が閉じます。

◇チェックした備品の予約状況確認

…チェックを入力した物品が指定した期間に貸出可能かを
確認できる画面に移動します（予約手順とは別の画面です）

指定した期間・時間帯に基づき、指定した会場やチェックを
つけた備品の予約状況を算出・確認するので、

「使用日時」（ P.10で解説）の欄に利用したい日時を

必ず記入してください。 9



※「分」の欄は「00分」「30分」のいずれかのみの選択です。

※返却・終了日時が決まっていない場合は、移動、後片付け含め
確実に返却できる日時をご記入ください。

※貸出延長が長引いている備品に他の方から貸出申請が発生
した場合、一旦ご返却頂く場合がございます。

※利用終了・返却日時が業務時間外、土・日・祝日、2週間以上
の長期貸出などで利用をご希望の場合は必ず返却予定日の
前日 午前中までに連絡をお願いします。

貸出業務担当者
勤務時間
9時～17時

☆施設備品予約

使用日時 － 開始日時、終了日時

◎会場+備品貸出の場合
…指定した備品および会場の利用 開始～終了 の時間

◎備品貸出のみの場合
…備品を当施設から搬出入する時間 を記入する欄です。

各数字の右にある▼をクリックして、

利用する年・月・日・時 を間違えないように入力してください。

10
日付を記入できたら

「予約申込フォームへ進む」をクリック！

画面下段



施設備品予約

利用内容入力
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☆施設備品予約－利用内容入力

こちらの画面では

◎利用したい備品の個数の入力・確認
◎貸出・返却日時、利用期間・時間帯の確認
◎利用者情報の入力

…をおこないます。
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こちらの画面では

◎利用したい備品の個数の入力・確認
◎貸出・返却日時、利用期間・時間帯の確認
◎利用者情報の入力

…をおこないます。

「▼」ボタンを押して、それぞれのシミュレータ・備品の
貸出を希望する個数を選んでクリックしてください。

「0（ゼロ）」しか選択できない物品は、
別件で貸出中につき利用できません。

☆施設備品予約－利用内容入力



13

施設予約
…当施設の会場の利用をご希望の場合は、該当の
会場にチェックを入れてください。
（すでに予約のある会場は選択できません）
物品のみ貸出の場合は「備品貸出のみ」を選択してください。

所属・申請者氏名・メールアドレス
…今回の予約を申請する方の所属、氏名、メールアドレスを
記入してください。
実際の担当者とは別の代表者が入力している場合は、
「申請者氏名」欄に当日の担当者などを連名してください。
メールアドレスなどは本予約・キャンセルの手続きの際に使用します
ので、必ず連絡を確認できるものを入力してください。
※メールアドレスの複数記入ができますので“,”で繋いでください。

次のページへ続きます☞

☆施設備品予約－利用内容入力

（人名）
（アドレス）
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研修内容・対象・参加人数（学内・学外）
…利用される内容や使用・参加する人数、またその職種を

ご記入ください。
会場を利用される際、企画にタイトルなどありましたら
併せてご記入ください。
学外関係者の欄に該当者がいない場合は

「0（ｾ ﾞ ﾛ ） 」と記入してください。

備考（消耗品など）・連絡事項・問い合わせ内容
…申請内容・利用内容などでご不明な点・ご質問などありましたら、

こちらにご記入ください。

本予約またはキャンセルの際に職員からの回答・連絡を
記入しますので、かならず内容をご確認ください。

☞すべての入力が完了したら「申込内容を確認」をクリック

☆施設備品予約－利用内容入力

（人名）
（アドレス）
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☆施設備品予約－申込内容確認画面

こちらの画面で今まで入力したすべての内容を確認できます。
内容に誤りがないか確認してください。

内容を入力しなおす場合は、
画面上部にある「入力に戻る」をクリックしてください。
（「入力に戻る」をクリックすると今まで入力した内容は消去されます）

施設備品予約

申込内容確認画面



このようなメッセージが表示されたら…？

対象の項目が空欄になっている、
または記入した内容に誤りがあります。
すべて必須項目ですので、
内容を修正・確認して次の画面へ進んでください。

「メールアドレス」「参加人数」は半角英数字で
記入してください。
また学外関係者の欄に該当者がいない場合は

「 0 （ ｾ ﾞ ﾛ ） 」 と記入してください。

☆施設備品予約－申込内容確認画面

※注意※
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内容の確認が終わったら
画面下部にある

「仮予約を申し込む」をクリック！

☆施設備品予約－申込内容確認画面

（人名）
（アドレス）
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「仮予約を申し込む」をクリックすると
このようなメッセージが表示され、
しばらくすると入力したメールアドレスに
「仮予約受付のメール」が送信されます。
この時点で、ホームページからの
予約手順は完了です。

※この時点では「仮予約」であり、
まだ本予約ではありません。

☆施設備品予約－申込内容確認画面
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☆仮予約受付メール画面

※ご注意
物品は選択したが
個数を入力していない、
または「0（ゼロ）」のまま
申請された項目は
このように表記されます。
個数が入力されなかった
物品は本予約の際に
自動的に予約物品の
一覧から除外されます。

（人名）
（アドレス）

メールが届かない場合は
このメールアドレスを受信できるように
設定をお願いします。

sotsugo-kyt@umin.ac.jp
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入力された内容について確認させていただく場合や
「備考」「連絡事項・問い合わせ事項」に入力された場合は
通知メールとは別に回答・連絡させていただくことがあります。
メールが到着した際には、必ずご確認ください。

☆本予約受付メール画面

（人名）
（アドレス）

ホームページから入力いただいた内容を
担当者が確認し、
予約結果をメールで通知いたします。

「本予約」と記載されていれば

予約内容が無事受理されています。
※キャンセルの場合も同様のメールが送信されます。
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Fin.

皆様の
ご利用
お待ち
しており
ます。

全身型シミュレータは大きく重量があり運搬用ケースがないものも
あります。
備品貸出で大型のシミュレータを運搬される際には
ストレッチャーや台車をご持参ください。
多量の備品貸出の際には２名以上での運搬を推奨しています。
写真のように車イスでの運搬が可能な物品もあります。
写真＝
さくら（看護系全身シミュレータ）、人工肛門シミュレータ（皮ふ・排泄ケア、ぬいぐるみ）
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☆巻末付録 センター内 会場案内

シミュレーションエリア

◎設備
・音響機器（プロジェクター、マイク）
・中央配管（酸素・吸引）最大９個
・ベッド最大３台
・手洗い場1か所

◎利用目安
大型シミュレータやベッド複数台を用いた研修、
60人未満の講習（イスのみ）など
（利用する備品により収容可能な人数は変動します。）

※新型コロナウイルス感染症
対策にて、

20名程度に縮小中
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☆巻末付録 センター内 会場案内

多目的室

◎設備
・音響機器（プロジェクター、マイク）
・ベッド最大2台
・マジックミラー（⇔模擬病室１）

◎利用目安
シミュレータを用いたシミュレーション研修、
20人未満の講習（イスのみ）など
（利用する備品により収容可能な人数は変動します）

※新型コロナウイルス感染症
対策にて、

10名程度に縮小中
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☆巻末付録 センター内 会場案内

◎設備
・中央配管（酸素・吸引）最大１個
・ベッド最大１台（室外移動不可）
・マジックミラー（⇔多目的室）
・手洗い場1か所（室内）

◎利用目安
10人未満の、室内を想定したシミュレーションなど
（利用する備品により収容可能な人数は変動します）

模擬病室1

※新型コロナウイルス感染症
対策にて、

5名程度に縮小中



☆巻末付録 センター内 会場案内

★冷暖房完備。机、イスなど随時貸出可能
（ホワイトボードは貸出物品「その他」から予約できます）
★男女別トイレ、多目的トイレ、洗浄室あり

★音響機器に接続するPCは HDMI 対応機種 推奨

（事前チェック推奨。PCの持ち込み、DVDなど映像資料の
利用を希望される際は事前にご相談ください。PCのバージョン
やメディアファイルの形式により再生できないことがあります。）

利用する備品や開催の内容・目的・規模により、
収容可能な人数は変動します。
ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

貸出業務担当者対応 平日9時～17時（内線番号：4337）
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