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地域に必要とされる
「なくてはならない病院」をめざします

わたしたちと
一緒に働きませんか

公益社団法人

京都保健会

地域の人々の生命と健康を守ることが
病院の使命です。
京都民医連中央病院（KMCH）は、1987年創立以来、「京都西北部で地域医療を担い包括ケ
アを支援する急性期・教育病院」を目指して歩んできました。病床数は411床を有し、京都市
内では10番目の規模となります。2019年度に新築移転し、医療の質の向上や地域連携推進の
とりくみを強め、医師の満足度を高め、最高の病院をめざします。未来の新しい医療を作り上
げていくために、地域に必要とされる病院を私たちと一緒に作りませんか。

新病院における医療機能

産婦人科

緩 和 ケ ア病棟

HCU病床を12床運用。救急EVからの導線を良くし、迅速に対応でき
るようにします。院内全体のあらゆる重症管理を受け持ちます。

産科は全室個室にしま
す。婦人科は排尿障害、
骨盤臓器脱など積極的
にとりくんでいます。

全 室個室で患者さま
の思いに寄り添った医
療を行います。病床数
21床に増床します。

救急医療

手術室

初療室3室、救 急診察室4室、救 急車2台
（最大4台）同時受入れ。画像検査、検体
検査へのアクセスを確保、また集中治療棟・手術室への専用EVを設
置します。小児から高齢者まで幅広い救急医療を展開します。

手 術室を6室に拡 大します。3床のリカバリーコー
ナーを設け、外来手術にも対応します。

集中治療部門

消化器内視鏡センター

新病院で開設

多くの内視鏡検査を行える構造で、より快
適に検査を受けていただけるように前処
置とリカバリーを整備。
タワー4台、TV2台を稼働する予定です。

腎・循環 器センター
外来透析は65床へ拡大。当院は京都市内
でトップクラスの透析管理数、腹膜透析数
です。循環器内科と連携しながら合併症
予防など強化した医療を行っています。

整形外科
腰部脊椎管狭窄症で、脊椎の変型、症状の強い方にXLIF（側方侵入
腰椎前方固定術）を導入しています。また、圧迫骨折に対しBKP（椎体
形成術）を行うなど、低侵襲治療を行っています。他職種と協力し早
期リハビリテーションを実施、早期の在宅・地域・社会復帰を図りま
す。

リハビリテーション科
2015年にロボットスーツHAL Ⓡを
導入。回復期だけではなく急性期
にも拡大していきます。
ロボットスーツHALⓇ 福祉用

外科

Prof. Sankai, University of Tsukuba／CYBERDYNE Inc.

消化器外科は高齢者のQOLに配慮した鏡視下手術
を心がけています。大腸肛門科では学会指導医の
下、手術数年間300件実施。排便機能専門外来を設
けており、仙骨刺激療法の治療などを行います。乳
腺外科では、患者さまの価値観に寄り添った形で医
療提供できることを大切にしています。

歯科口腔外科
2017年から開設しています。
リニューアル時にはOPにも
対応します。

挑戦する
マインドを大切に

当院の強み・特徴 ▶▶▶

当院は各科の垣根が低く、日常的にコン

サルトしやすい環境が特徴です。医療を支える看護師については、
15名の専門看護師、認定看護師がそれぞれ力を発揮し、チーム医療

新しい医療を創り出す

を支えてくれています。

当院専門医

臨床研究

総合内科専門医 ...15 名

産婦人科専門医 ........3 名

循環器専門医 ......... 6 名

救急専門医 ................2 名

消化器病専門医 ..... 4 名

泌尿器科専門医 ........2 名

腎臓内科専門医 ..... 4 名

小児科専門医 ............2 名

外科専門医 ............. 5 名

リハビリテーション科
専門医 ........................2 名

整形外科専門医 ..... 4 名

（2017年4月現在）

他にも多くの専門医が指導に関わります。

臨床研究に必要な研究倫理学習会や臨床統計セミ
ナーの定期開催、院内各診療部門における最新知識
や研究内容をランチョンセミナーとして、講演企画、
医報発行などの活動を行い、当院における臨床研究
の推進をさらに支援していきます。また、京都民医連
として医師の研究をサポートしていけるよう京都民医
連研究センターを立ち上げました。

主な施設認定

《 国 際 交 流 》 総合病院、緑色病院と姉妹病

日本内科学会認定医制度教育病院、日本循環器専門医研修

院提携を結び、2014年7月にはベトナムのフエ中央病院
と相互支援の覚書を締結。定期的に国際交流を深め
ています。また、両病院からさらに輪が広がり、多くの
病院と交流が行われています。

2 0 07年10月、韓国ソウル市の

施設、日本呼吸器学会関連施設、日本消化器病学会認定施
設、日本消化器内視鏡学会、日本腎臓学会研修施設、日本透
析医学会専門医制度認定施設、日本外科学会外科専門医制
度修練施設、日本消化器外科学会関連施設、日本大腸肛門
病学会認定施設、日本乳癌学会専門医制度施設、日本整形外
科学会専門医制度研修施設、日本産科婦人科学会専門医制
度卒後研修指導施設、日本泌尿器科専門医教育施設、日本精
神神経学会精神科専門医制度における研修施設、日本リハビ
リテーション医学会研修施設、日本救急医学会救急科専門医
指定施設、日本病理学会研修認定施設

等々

韓国・緑色病院

Step1

新病院開設

更なる段階へのステップ
Step2

ベトナム・フエ中央病院

救急機能の充実

救急専門医に加え、救急の総合診療医の機能を強化し、外傷を含め全
ての救急患者さまを受入れる体制を整えていきます。

「二人の主治医」の共同作業
地域医療支援病院への転換

高齢化社会の
ニーズに対応

Step3

これからの急性期医療のあり方として、当院は紹介外来・専門外来・救急外来

充実したリハビリ医療を駆使して、在宅復帰を積極的にサ

に特化し、より専門的な医療を行います。救急重症治療、がん診療、透析医療

ポートします。京都府がん診療推進病院として手術や化学療

を中心に、産婦人科、リハビリテーション、子育て支援など、地域の医療機関

法とともに、地域で唯一の緩和ケア病棟を拡充します。こ

の方々と連携して医療を行います。患者さまをとりまく方々と協力する中で、

れまで蓄積された高齢者への医療をさらに充実させ、地域に

地域医療を支える役割を担っていきたいと考えています。

なくてはならない病院をめざします。

2019年秋

新築移転
リニューアル

新病院
建設地

病院は現在、京都市中京区、京都駅から電車で10分の閑静
な住宅街にあります。2019年秋に京都市右京区・南太秦に
新築移転を予定しています。
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急性期教育病院としてさらなる成長
総合性と専門性の黄金比率
地域から生まれ 、地域とともに発展する病院をめざします。
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歴史を受けつぎ 、現在（ いま ）をはぐくみ、
未来を創る皆さんの力を求めています。

わたしたちのめざす医療

安全
安心の
医療

わたしたちのめざす3つの医療は、安全安心の医療・患者さま本位の医療・地域に

地域の方々と
職員が協力し、
ともに
育ちあえる 地域に
患者様
病院
本位の
開かれた

ひらかれた医療です。
〈差額ベッド代はいただかない〉
〈無料低額診療事業〉※
を行い、患者さまの健康権・受療権を守り、地域のみなさまから信頼をいただいて
います。また、赤ちゃんから、高齢者の方まで総合的に受入れています。ヘルスプロ

医療

モーションには積極的にとりくみ、地域医療支援病院として健康への関心を高め

医療

るためのとりくみと、健康に暮らせるための地域づくりに関わります。
※無料低額診療事業とは― 生活困難な方が経済的理由によって医療を受けることが困難な場合に、無料または
低額で治療をうけていただくことができるよう、患者さまの窓口負担の一部または全額を事業所が負担して行う制度。

チーム医療

地域に必要とされる

感染対策チーム

栄養サポートチーム

医師をはじめとする様々な専門職が

がんサポートチーム

褥瘡対策チーム

「チーム医療」に力を入れています。

ACLSチーム

呼吸ケアサポートチーム

2019年のリニューアルオープンに向

CKD（慢性腎臓病）チーム

DM（糖尿病）チーム

認知症ケアチーム

精神科リエゾンチーム

けて ─

その原動力として、ぜひ

「なくてはならない病院」をめざします

骨粗鬆症チーム（KOOLS）

あなたの力をおかしください。

【診療科目】 内科／循環器内科／呼吸器内科／消化器内科／内視鏡内科／肝臓内科／神経内科／腎臓内科／人工透析内科／感染症内
科／腫瘍内科／緩和ケア内科／血液内科／糖尿病内科／代謝内科／脂質代謝内科／外科／肛門外科／心臓血管外科／脳神経外科／消化
器外科／乳腺外科／呼吸器外科／整形外科／リウマチ科／脊椎外科／関節外科／小児科／産婦人科／皮膚科／泌尿器科／精神神経科／
眼科／リハビリテーション科／放射線科／耳鼻咽喉科／麻酔科／臨床検査科／救急科／病理診断科／歯科口腔外科

公益社団法人
〒604-8453
厚生労働省指定基幹型臨床研修病院

京都保健会

京都市中京区西ノ京春日町16番地の１

日本医療機能評価機構認定病院
日本医療機能評価機構付加機能
（緩和ケア機能）
認定病院

TEL
FAX

京都府がん診療推進病院

救急告示病院

075- 822- 2777
075- 822- 2575
お問合せ先

E-mail
ホームページ

ISO 9001
認証取得

卒後臨床研修評価機構
認定病院

kmchikyk@zeus.eonet.ne.jp
http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/

医局事務課／影山 まで

わたしたちと
一緒に働きませんか

公益社団法人

京都保健会

