国立京都国際会館
緊急時対応ガイド

公益財団法人 国立京都国際会館
平成３０年７月改訂
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１．国立京都国際会館の概況等
（１） 概況
① 所在地
京都市左京区岩倉大鷺町 422 番地
② 敷地
面積 156,000 ㎡
③ 本館
オープン：1966 年 5 月 21 日
規模：建築延面積 33,400 ㎡
④ イベントホール
オープン：1985 年 4 月 22 日
規模：建築延面積 8,600 ㎡
⑤ アネックスホール
オープン：1988 年 4 月 1 日
規模：建築延面積 4,200 ㎡
⑥ ニューホール
オープン：2018 年 10 月１日
規模：建築延面積 4,500 ㎡
⑦ 地下連絡通路
オープン：1997 年 11 月 19 日
規模：延長 約 185 m
⑧ 国際会館専用道路
オープン：1966 年 5 月 21 日
規模：延長 約 900 m ※片側１車線道路
（２） 施設について
国立京都国際会館では、建築基準法における新耐震基準の 1.25 倍（国際会館は、
官庁施設の耐震安全性の分類Ⅱ類に該当）の耐震性能を確保するため、全館大規模耐
震改修工事を行い、平成 26 年 3 月を以て、その工事をすべて完了いたしました。こ
の度の改修により、国の最新基準を満たす耐震構造を備えた、より安全な施設となり
ました。
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（３） 想定地震と被害想定
「京都市地域防災計画 震災対策編（平成 29 年 12 月 5 日改訂)」において、想定地
震と被害想定は、次のとおり想定されています。
① 当該地域への影響が大きいと考えられる活断層等
ア．花折断層
市街地のほとんどが震度６弱以上となり、平地部では全域震度５強以上にな
ります。 このうち、左京区（※国際会館が立地）
、東山区、北区、上京区、中京
区、下京区、山科区の一部に震度７地域が出現します。
イ．南海・東南海地震について
市街地のほとんどが震度５強、伏見区、東山区、山科区及び西京区の一部で震
度６弱が予測されます。
② 近隣の主な活断層
ア．琵琶湖西岸断層系
市街地の北半分の広い地域が震度６弱以上となり、左京区、北区、上京区の広
い範囲と東山区、山科区、右京区の一部では震度６強が予測されます。
イ．桃山断層～鹿ケ谷断層
山地を除く東山区の全域が震度６以上となり、伏見区、山科区の広い地域、左
京区、北区、上京区、中京区、下京区、南区の一部が震度６となります。 東山
区、伏見区、山科区の一部で震度７が予測されます。
ウ．宇治川断層
伏見区の広い地域と山科区の一部、東山区と西京区の数か所で震度６強とな
ります。市街地の広い範囲が震度６弱となります。
エ．樫原～水尾断層
市街地の西部が震度６弱以上となり、西京区の広い地域と右京区、南区の一
部、伏見区の桂川沿いの一部が震度６強となります。 西京区の断層付近に震度
７の地域が出現します。
オ．光明寺～金ケ原断層
西京区の広い地域と右京区西部、伏見区西部の一部地域で震度６弱以上となり、
西京区の断層に近い地域では震度６強となります。
カ．有馬・高槻断層系
市街地の広い範囲で震度６弱以上となります。 西京区の一部と伏見区並びに
南区西部の一部地域では震度６強となります。
キ．黄檗断層
東山から桃山丘陵の東縁から東の地域が震度６弱以上となります。 山科区、
伏見区の断層付近で震度６強となり、伏見区の一部では震度７の地域が予測され
ます。
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【参考資料】断層分布図（京都市地域防災計画 震災対策編[平成 29 年 12 月 5 日改訂]より引用）
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（４） 避難場所
火災・地震発生時における避難行動については、
「３．災害発生時における安全対
策」に詳細を記載していますが、想定している避難場所は下記のとおりです。
避難場所
・一次避難場所：国際会館正面玄関ロータリー、第一駐車場、庭園
・広域避難場所：宝が池公園
＜一次避難場所＞

第一駐車場

＜広域避難場所＞

国立京都国際会
館

※緑色斜線部分
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２．国立京都国際会館における緊急時体制
（１）基本方針
当館は、災害の予防、人命の安全確保、被害の拡大防止を目的とした消防計画に基づ
き、自衛消防隊を編成し、防災訓練、施設内の巡回点検、消防用設備・器具、通報設
備等の点検・整備を定期的に行い、緊急時に備えています。
（２）緊急時の対応
自衛消防隊は、災害発生時に初動対応を行います。その業務は以下のとおりです。
① 防災センターにて隊長が指揮を執ります。なお、隊長不在時は副隊長、隊長・副隊
長共に不在の場合は、在館の役職最上位者が指揮をとります。
② 非常放送を流します。
③ 現場の状況を確認し、防災センターへ報告します。
④ 初期消火、応急救護および避難誘導等を行います。
⑤ 主催者自衛消防隊と連絡・調整を図ります。
＜会館自衛消防隊＞

（３）大規模地震時の対応
大規模地震対策特別措置法等に規定する警戒宣言が発せられた地震が発生した場合
には、対策本部を会館内に設置します。
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３．主催者側の安全対策について
（１）主催者側の管理責任
災害緊急時には、関係者相互の連携が欠かせません。主催者側の管理責任として、
以下の点についてご協力をお願い致します。
① 本ガイドに基づき、主催者の中で管理責任者を決めてください。
② 管理責任者は、防火防災責任者を選任し、主催者側にて自衛消防隊を編成し、任
務分担の周知徹底、消防用設備（消火器・屋内消火栓）の位置及び避難誘導経路
の確認を行ってください。
③ 災害が発生した場合に備え、事前に当館担当者と十分な打合せを行ってください。
＜主催者側自衛消防隊＞

※ 上記内容を記載した「安全管理体制表」
（別紙）を、必要に応じてご提出いただく
場合があります。
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【別紙】
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（２）緊急時の対応
① 地震
地震の発生

身の安全の確保

※震度５強以上の地震で防災センターより
第１段階の館内放送を流します。

二次災害の防止

・落下・転倒する恐れのある物から離れる
・火元の確認
・電源の遮断

初期消火

被害状況の確認

防災センターへの連絡

・消火器、屋内消火栓の使用

・負傷者及び火災の有無の確認

・防災センター直通番号：075-705-1311
内線 2271
・負傷者及び火災の有無の報告

負傷者の救出・救護

・下敷きとなっている人や閉じ込められてい
る人がいないか確認
・応急救護
・担架、車椅子、ＡＥＤ等の活用

避難誘導

※第２段階、第３段階の館内放送など安全を
確認してから避難誘導をしてください。
・メガホンを活用するなど大声で
・腕を振るなど大きな動作で
・指示は明確に
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【放送文例】
① 第１段階（震度 5 強以上の地震で館内放送）
「皆様にお知らせします。こちらは国立京都国際会館防災センターです。
ただ今大きな地震が発生しました。
姿勢を低くし、カバンなどで頭を防護してください。机の下、座席の間などに身
を隠してください。窓際から離れてください。落下物に注意してください。エレ
ベータは使用しないでください。揺れが収まるまで、その場で身の安全を確保し
てください。」
② 第２段階（状況に合わせ適宜）
ア．
「皆様にお知らせします。揺れが収まっても階段や出口に駆け込まず、しばら
くその場でお待ちください。」
イ．
「皆様にお知らせします。ただ今、建物の状況を確認しています。状況が分か
り次第，次のご案内をします。しばらくその場でお待ちください。」
ウ．
「皆様にお知らせします。ただ今の地震で建物などに被害がありました。お客
様は落ち着いて屋外へ避難して下さい。
」
※停電の場合
ただいま、全館で停電が発生しました。非常用発電機で非常用設備の電力を供給
しております。館内の照明は、非常用照明のみとなります。暗くなっております
ので、ご注意ください。
③ 第３段階（一次避難場所への誘導）
「皆様にお知らせします。正面玄関ロータリー、第一駐車場、庭園 （※状況に応
じて）へお集まりください。係員が誘導しますので、その指示に従ってください。
」
※震度５強未満の地震の場合についても、状況に応じて、防災センターより館内放
送を流します。
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② 火災
火災の発生

・周りに大声で知らせる
※火災報知機が作動した場合は、次の要領で
館内放送が流れます。
① 防災センターで火災報知器作動の確認
警備員が現場急行（火災の確認）
② 自動放送（第一報）
火災感知器作動時に、会議場以外のロ
ビー、廊下等共用部に、火災確認中の非常
放送が流れます。
③ 自動放送（第二報）
火災感知器作動５分後に、感知した建物
に、火災発生と避難の非常放送が流れま
す。

防災センターへの連絡

・防災センター直通番号：075-705-1311
内線 2271

初期消火

負傷者の救出・救護

・消火器、屋内消火栓の使用

・負傷者や逃げ遅れている人がいないか確認
・応急救護
・担架、車椅子、ＡＥＤ等の活用

避難誘導

※第２段階、第３段階の館内放送など安全を
確認してから避難誘導をしてください。
・メガホンを活用するなど大声で
・腕を振るなど大きな動作で
・指示は明確に
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【放送文例】
① 火災感知（第一報）
火災感知器作動時に、館内の通路、ロビー等共用部に、次の非常放送が流れます。
ただし、会場内は、催事中のため非常放送は流れません。
「
（サイレン音）ただ今●●階の火災感知機が作動しました。係員が確認しておりま
すので、次の放送にご注意ください。」
＜非火災の場合＞※手動放送
「
（サイレン音）先ほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常がありませんでした。
ご安心ください。
」
② 火災感知（第二報）
火災感知器作動５分後には、館内の通路、ロビー等共用部の他、会場内にも次の
非常放送（確定）が流れます。ただし、本館で発生した場合は本館全体に、イベ
ントホールで発生した場合はイベントホールのみに、アネックスホールで発生し
た場合はアネックスホールのみに、ニューホールで発生した場合はニューホール
のみに放送が流れます。
「
（サイレン音）火事です。火事です。●●階で火事が発生しました。落ち着いて避
難して下さい。
」
※ 警備員、スタッフにより火災の確認ができなかった場合も、時間経過（火災感
知器作動５分後）により自動放送（第二報）に移行するので、スタッフにより
避難誘導を行います。
③ 第３段階（一次避難場所への誘導）※手動放送
「皆様にお知らせします。正面玄関ロータリー、第一駐車場、庭園（ ※状況に応じ
て）へお集まりください。係員が誘導しますので、その指示に従ってください。」
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③ 事件・事故
事件・事故の発生

身の安全の確保

被害状況の確認

防災センターもしくは

・防災センター直通番号：075-705-1311
内線 2271

会館担当者への連絡

※重篤の場合は 119 番を優先
（但し、車両誘導等の関係上、防災センターに
要事後連絡）

応急手当

・ＡＥＤ、車椅子設置場所は別紙避難誘導路図
参照
・催事で医療関係者を手配している場合は
連携をとる。
・救急箱は総務課に常備：075-705-1205
内線 2209
※主な常備薬リストは P29 参照

警察・消防に通報

・発生場所・性別・おおよその年齢・症状等

二次災害の防止

来館者へのアナウンス

現場状況の確認

・催事に支障のある場合のみ

・警察・消防に通報した場合は、
現場を立ち入り禁止にし、現場を保全する。
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④ 病人・負傷者
病人・負傷者の発生

防災センターもしくは

・防災センター直通番号：075-705-1311
内線 2271

会館担当者への連絡

※重篤の場合は 119 番を優先
（但し、車両誘導等の関係上、防災センターに
要事後連絡）

応急手当

・ＡＥＤ、車椅子設置場所は別紙避難誘導路図
参照
・催事で医療関係者を手配している場合は
連携をとる。
・救急箱は総務課に常備：075-705-1205
内線 2209
※主な常備薬リストは P29 参照

救急車の要請

・発生場所・性別・おおよその年齢・症状等

現場状況の確認
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４．よくある質問
Ｑ：エレベータの運転について
Ａ：地震発生時には、エレベータの地震検知機が働きます。
大きな地震を検知すると、最寄り階まで運転し、扉が開きます。
火災発生時には、メインロビーの中央エレベータは、火災管制が働きます。
１階まで運転し、扉が開きます。
Ｑ：エスカレータ（地下連絡通路）の運転について
Ａ：地震・火災による制御はありませんが、災害の程度により、停止をすることがあ
ります。
Ｑ：停電時の稼働機器について
Ａ：停電時使用できる機器は、自家発電設備、非常用発電機及び無停電電源装置（Ｕ
ＰＳ）から給電されている一部の機器（非常照明、非常放送、消防設備、電話設
備等）となります。
Ｑ：電源系統について
Ａ：当会館には 2 系統の受電設備があり、万が一常用電源にトラブルが発生しても、
サブ電源系統がバックアップとなります。
Ｑ：ガスコージェネレーションシステムについて
Ａ：天然ガスで発電して、施設の電力・空調に利用するシステムです。上記の電源系
統の停電時には、自家発電設備として利用できます。
※

ただし、電源系統・ガスコージュネレーションシステムとも地震等によりインフ

ラが完全にダウンした場合は機能しません。
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５．問い合わせ先
総務・企画部 総務課 代表：075-705-1205
営業推進部 代表：075-705-1229

６．関係連絡先一覧
名称

電話番号

所在地

国立京都国際会館防災センター

075-705-1311

国立京都国際会館本館地下１Ｆ

左京消防署

075-723-0119

左京区田中西大久保町

下鴨警察署

075-703-0100

左京区田中馬場町

洛陽病院

075-781-7151

左京区岩倉上蔵町

075-491-8559

北区小山北上総町

075-231-5171

上京区釜座通丸太町上ル春帯町

075-251-5111

上京区河原町広小路上ル

075-751-3111

左京区聖護院川原町

※

075-361-1351

下京区塩小路通西洞院東入ル

日本バプテスト病院 ※

075-781-5191

左京区北白川山ノ元町

京都市急病診療所(夜間休日診療)

075-354-6021

中京区西ノ京東栂尾町

関西電力京都営業所

0800-777-8031

北区小山北上総町

大阪ガス京滋導管部

0120-8-19424

下京区中堂寺粟田町

※

京都けいさつ病院

※

京都第二赤十字病院

※

京 都府 立医 科大 学附 属 病院
※

京都大学医学部附属病院
武田病院

※

※

ＮＴＴ西日本（回線不調時） 113

(京都支店)中京区烏丸三条上ル場之町

災害用伝言ダイヤル

117

-

京都市営地下鉄国際会館駅

075-721-5333

左京区岩倉大鷺町

京都市バス

075-863-5123（平日 8:45-17:30） 右京区太秦下刑部町

(問合せ先：京都市交通局自動車部運輸課)

075-863-5138（時間外）

JR 西日本お客様センター

0570-00-2486

兵庫県神戸市中央区東川崎町

関西国際空港

072-455-2500

大阪府泉佐野市泉州空港北

大阪国際空港（伊丹空港）

06-6856-6781

大阪府豊中市蛍池西町

※ 別ページ「京都市病院リスト」に詳細情報あり
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京都市病院リスト
List of Hospitalｓ in Kyoto city
【最寄りの病院】
■医療法人寿尚会洛陽病院
所在地： 京都市左京区岩倉上蔵町 143
交 通： 京都バス「岩倉実相院」下車すぐ

＊当館よりタクシーで約 10 分

電 話： 075-781-7151
受付時間： 午前 8 時 30 分～11 時 30 分（月～土）
診療科： 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、人工透析内科、アレルギー科、
外科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、放射線科

■京都けいさつ病院
所在地： 京都市北区小山北上総町 14 番地
交 通： 地下鉄烏丸線「北大路」駅下車 徒歩 1 分

＊当館よりタクシーで約 12 分

電 話： 075-491-8559
受付時間： 午前 8 時 30 分～11 時 30 分、午後 0 時 50 分～3 時 30 分（土曜午後、日・祝日除く）
診療時間： 午前 8 時 45 分～午後 0 時 0 分、午後 1 時～4 時（土曜午後、日・祝日除く）
診療科： 内科、外科、整形外科、婦人科

■独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター
所在地： 京都市北区小山下総町 27 番地
交 通： 地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅下車 徒歩 2 分

＊当館よりタクシーで約 15 分

電 話： 075-441-6101（代）
受付時間： 8 時 30 分～12 時（月～金）
診療科： 内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、呼吸器内科、糖尿病内科、リウマチ科、
整形外科、外科、肛門外科、血管外科、呼吸器外科、歯科・口腔外科、
小児科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、放射線科、麻酔科
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【英語対応可】
■日本バプテスト病院
所在地： 京都市左京区北白川山ノ元町 47 番地
交 通： 市バス「北白川仕伏町」下車 徒歩 2 分

＊当館よりタクシーで約 15 分

電 話： 075-781-5191
受付時間： 午前 8 時 30 分～12 時（月～金）、8 時 30 分～11 時（土）
診療科： 内科、糖尿病内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、血液内科、
小児科、外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科

Japan Baptist Hospital
Address： 47 Yamanomoto-cho, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto City
Access ： 2 min. walk from “Kitashirakawashibuse-cho”station, City Bus
※15 min. by taxi from ICC Kyoto
Phone ： (+81) - (0)75-781-5191
Business Hours : 8:30a.m.～12:00p.m. (Mon.～Fri.), 8:30a.m.～11:00a.m.(Sat.)
Specialties： Internal Medicine, Diabetes/Endocrinology, Cardiology/Hypertension, Gastroenterology,
Neurology, Pulmonary medicine, Hematology/Oncology, Nephrology and Dialysis,
Pediatrics, Surgery, Orthopedics, Obstetrics and Gynecology, Urology
*Interpreter service is only available in English.

【医療通訳がある病院】
■京都市立病院
住所： 京都市中京区壬生東高田町 1 番地の 2
交通： 阪急西院駅から南へ徒歩 5 分、JR 丹波口駅から西へ徒歩 10 分、市バス「市立病院前」下車すぐ
電話： 075-311-5311
受付時間： 午前 8 時 30 分～午前 11 時（月～金）
診療科： 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、血液内科、
内分泌内科、糖尿病代謝内科、アレルギー科、感染症内科、精神神経科、小児科、
外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、
リハビリテーション科、リウマチ科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、歯科口腔外科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、麻酔科、救急
科、緩和ケア科
医療通訳： 外来診療全科目における、受付・診療・薬処方箋交付等の場面での通訳（無料）
英語・韓国・朝鮮語は火・水・金の午前中（医事課まで事前予約必要）
中国語は火・金の午前中に通訳が常駐
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Kyoto City Hospital
Address： 1-2 Higashitakada-cho, Mibu, Nakagyo-ku, Kyoto city
Access ： 5 minutes walk from “Saiin” station, Hankyu Railway
10 minutes walk from “Tanbaguchi” station, JR
City Bus “Shiritsu Byouinmae”

*25min by taxi from ICC Kyoto

Phone ： 075-311-5311
Business Hours : 8:30a.m.～11:00a.m. (Mon～Fri)
Specialty： Internal Medicine, Respiratory medicine, Gastroenterology, Cardiology, Nephrology and
Dialysis, Neurology, Hematology, Endocrinology, Diabetes, Allergology, Infectious Disease,
Neuropsychiatry, Pediatrics, Surgery, Digestive surgery, Breast surgery, Pediatric surgery,
Respiratory surgery, Neurosurgery, Orthopedics, Rehabilitation, Rheumatology,
Dermatology, Plastic surgery, Urology, Obstetrics and Gynecology, Ophthalmology,
Otolaryngology, Dental surgery, Emergency Department etc.
Free Medical Interpreters: Assist throughout the entire medical visit, including reception,
examination, billing, prescription pick-up and so forth.
Prior reservation is necessary. Please ask at the hospital reception desk.
English, Korean reservation needed for Tue, Wed, and Fri during the morning.
Chinese available Tue and Fri during the morning. No appointment necessary.

【救命救急センター】
■京都第二赤十字病院
所在地： 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町 355 の 5
交 通： 地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車 2 番出口より徒歩 5 分、市バス「府庁前」下車すぐ
＊当館よりタクシーで約 20 分
電 話： 075-231-5171（代）
受付時間： 午前 8 時 30 分～午前 11 時 30 分（月～金）

＊整形外科と眼科は午前 11 時まで

救急診療： 救命救急センター（三次救急）
診療科： 総合内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、代謝・腎臓・リウマチ内科、
脳神経内科（神経内科）、外科
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■医療法人財団康生会武田病院
住所： 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町 841-5
交通： JR 京都駅烏丸口より徒歩 5 分
電話： 075-361-1351（代）
受付時間： 午前 8 時～午後 12 時 30 分、午後 1 時～4 時（日、祝除く）
診療時間： 午前 9 時～午後 12 時 30 分、午後 2 時～4 時（日、祝除く）
救急診療： 内科、外科、循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科、小児科の 24 時間受入
診療科： 内科、循環器内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、
皮膚科、泌尿器科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、
透析センター、循環器センター、消化器センター、神経脳血管センター、神経免疫センター、
睡眠呼吸医療センター、呼吸器センター、不整脈治療センター

【大学病院】
■京都府立医科大学付属病院
所在地： 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465
交 通： 市バス「府立医大病院前」下車すぐ

＊当館よりタクシーで約 20 分

電 話： 075-251-5111（代）
受付時間： 午前 8 時 45 分～11 時（月～金）
診療科： 内科、内分泌・糖尿病・代謝内科、血液内科、膠原病・リウマチ・アレルギー科、神経内科、
消化器内科、消化器外科、循環器内科、心臓血管外科、呼吸器内科、呼吸器外科、
腎臓内科、泌尿器科、内分泌・乳腺外科、移植・一般外科、形成外科、脳神経外科、
整形外科、産婦人科、産科、小児科、小児循環器・腎臓科、小児外科、小児心臓血管外科、眼
科、皮膚科、耳鼻咽喉科、心療内科、精神神経科、放射線科、ペインクリニック、歯科

■京都大学付属病院
所在地： 京都市左京区聖護院川原町 54
交 通： 市バス「熊野神社前」下車 徒歩 2 分

＊当館よりタクシーで約 20 分

電 話： 075-751-3111
受付時間： 午前 8 時 30 分～11 時（月～金）
診療科： 血液・腫瘍内科、内分泌・代謝内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、老年内科
免疫・膠原病内科、糖尿病・栄養内科、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、産科婦人科、小児科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、精神科神経科、
整形外科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、脳神経外科、形成外科、
心臓血管外科、呼吸器外科、がん診療部、リウマチセンター
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【休日・夜間急病診療所】
■急病診療所
住所： 京都市中京区西ノ京東栂尾町 6（京都府医師会館 1 階）
交通： JR 二条駅・地下鉄二条駅 直結
電話： 075-354-6021
受付時間

診療科： 内科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科

■京都市休日急病歯科中央診療所
住所： 京都市中京区西ノ京東栂尾町 1（京都府歯科医師会館口腔保健センター内）
交通： JR 二条駅・地下鉄二条駅 直結
電話： 075-812-8493
受付時間：

10 時～17 時

診療科： 歯科
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薬箱リスト
製品名

メーカー

種類

症状
頭痛・月経痛・関節痛・神経痛・腰痛

バファリン

ライオン

錠剤

筋肉痛・肩こり痛・咽頭痛・歯痛・打撲痛
捻挫痛・骨折痛・外傷痛・耳痛
悪寒・発熱
頭痛・月経痛・歯痛・咽頭痛・耳痛

タイレノール

ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ・ｼﾞｮﾝｿﾝ

錠剤

関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛
肩こり痛・打撲痛・骨折痛・捻挫痛
外傷痛・悪寒・発熱
月経痛・腰痛・頭痛・肩こり痛・筋肉痛

バファリン ルナ i

ライオン

錠剤

内服薬

関節痛・打撲痛・骨折痛・捻挫痛・歯痛
神経痛・耳痛・外傷痛・咽頭痛
悪寒・発熱

パブロン

大正製薬

錠剤

葛根湯

ハピコム

錠剤

正露丸

大幸薬品

錠剤

かぜの諸症状
感冒・鼻かぜ・頭痛・肩こり・筋肉痛
手や肩の痛み
下痢・食あたり・はき下し・水あたりなど
もたれ・食べ過ぎ・飲み過ぎ・胸つかえ

新三共胃腸薬

第一三共ヘルスケア

細粒

食欲不振・胸やけ・胃痛・胃酸過多
胃重・胃部不快感・げっぷ・消化不良
消化促進・胃弱・吐き気・嘔吐

外傷薬

熱さまシート

小林製薬株式会社

ｼﾞｪﾙｼｰﾄ

発熱

マキロンS

第一三共ヘルスケア

消毒液

切り傷・擦り傷・靴ずれ・消毒など

サロンシップ

久光製薬

湿布

ムヒアルファEX

前田薬品工業株式会社 塗り薬

ウインブルダンPCジェル ジャパン メディック株式会社 塗り薬

その他

肩こり・腰痛・筋肉痛・関節痛・打撲・捻挫
かゆみ・虫刺され・湿疹・かぶれ・皮膚炎（ステロイド入り）
かゆみ・虫刺され・湿疹・かぶれ・皮膚炎・あせも・じんましん

ドルマイン軟膏

ゼリア新薬工業（株）

エンクロンクリームEX

資生堂薬品（株）

塗り薬 外傷・火傷等の化膿予防
塗り薬
かゆい湿疹・皮膚炎に

熱さまシート

小林製薬（株）

発熱・頭痛

アイスノン

＊バンソウコウ・マスク・ガーゼ・カット綿・体温計・ホッカイロ等もございます。

（公財）国立京都国際会館

22

The List of Medicin Cabinets
Product Name

Inplementer

Type

Symptom
Headache/Menstrual Pain/Joint Ache/Neuralgia/Backache

BUFFERIN

Lion

Tablet

Muscle Pain/Stiff Shoulder ache/Sore Throat/Toothache/Bruise Pain
Sprain Ache/Brokenborn Ache/Wound Pain/Pain Relief of Ear Ache
Pyretolysis during Chill and Fever
Headache/Menstrual Pain/Toothache/Sore Throat/Earache

TYLENOL

Johnson
&
Johnson

Tablet

Joint Ache/Neuralgia/Backache/Muscle Ache
Stiff Shoulder Ache/Bruise Pain/Broken Born Ache/Sprain Ache
Pain Relief of Wound Pain/Pyretolysis of during Chill and Fever
Menstrual Pain/Backache/Headache/Stiff Shoulder Ache/Muscle Ache

Ｉnternal
remedy

BUFFERIN LUNA i

Lion

Tablet

Joint Ache/Bruies Ache/Brokenborn Ache/Sprain Ache/Toothache
Neuralgia/Earache/Wound Pain/Pain Relief of Sore Throat
Pyretolysis of during Chill and Fever

PABRON S GOLD

Taisho
Pharmaceutical

Tablet

KAKKON－TO

Hapycom

Tablet

SEIROGAN

Taiko
Pharmaceutical

Mercy of Cold Symptoms
Cold/Nose Cold/Headache/Stiff Shoulder/Muscle Pain
Ache of Hands and Shoulders

Tablet

Diarrhea/Food Poisoning etc
Stomach Upset/Crapula/Excessive Drinking

SHIN SANKYO ICHO-YAKU

Tablet

Daiichi Sankyo

Inappetence/Heart Burn/Gastric Pain/Acid Indigestion
Stomach Heaviness/Gastric Distress/Burp/Bad Digestion
Accelerate of Digestion/Gastrasthenia/Boke/Vomit

NETSUSAMA SHEET

Kobayashi
Pharmaceutical

Gel Sheet

MAKIRON-S

Daiichi Sankyo

Antiseptic Solution

SARONSHIP

Hisamitsu

Fomentation

MANEUVE EX GEL

Maeda Pharmaceutical Industry

Gel

Trauma
Care

WINBLDUN

Japan Medic Industry

DORUMAIN

Zeria Pharmaceutical IndustryGel

Enkuron CreamEX

Shiseido Medicak Shop

NETSUSAMA SHEET (cold compress)
KOBAYASHI

Fever
Cut/Abrasion/Blister on Foot/Sterilization etc
Stiff Shoulder/Backache/Muscle Pain/Joint Pain/Bruies Pain/Sprain Pain
Itch/Insect Bite/Eczema
Itch/Insect Bite/Eczema

Gel

Scratch/Burn

Gel

Eczema/Dermatitis

Fomentation

Fever

Ice
アイスノン
HAKUGEN
Fomentation
＊We also have adhesive bandages, masks, gauze, cotton wool pad, thermometer, disposable pocket warmer and so on.

ICC KYOTO

Kyoto International Conference Center
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ニューホール避難誘導路

Evacuation Route New Ｈaｌｌ

搬 入口 -1

搬 入口 -2
ガス
ガ バナ

倉 庫3
倉 庫2
EPS3

ア ラー ム弁室 1

DS3

階 段2

EPS4

RA 1

DS4

RA 2

搬 入口

非常口

Emergency Exit

避難通路

Evacuation Route

AED Automated External Defibrillator
展 示ホール
C H =1 0 ,00 0

車椅子

Wheel chair
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ラ イン ピ ット

搬 入口

特

倉 庫1

車 寄せ

EPS1

DS1

DS2

C H =3 ,3 00

EV

EPS2

C H =5 0 00

ラウ ンジ

E PS

防 災盤 室

C H =2 ,1 40
< +1 6 0>

C H =2 3 00

HWC

階 段3

2, 270

MW C

PS

95 0

78 5

特 別室 前室

トイレ前 室
EPS

階 段4

カ ード リー ダ ー

坪庭

連 絡歩 廊2

水屋

C H =4 ,5 00

控 室1

既存

連 絡歩 廊1

控 室2

入口

C H =4 ,5 00

PS
収 納庫
設

トイレ2

中庭

控 室前 室
玄関

ト イレ1

DS

既

3, 250

81 5

トイレ3

特 別室

W WC

W C廊 下1

塀 h= 30 0 0

3, 000

ドライエリア
上部

ホワイエ

入口

1, 850 2, 400

階 段1

EV
ホ ール

ピロ テ ィ

既設

6 箇所 に 新 設

国立京都国際会館全体図
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