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建物名 フロア 部屋名

稲盛財団記念館 1F GISラボ共通サーバー室
稲盛財団記念館 1F 地域研センター⻑室
稲盛財団記念館 1F 機械室(多⽬的室内)
稲盛財団記念館 1F 事務室
稲盛財団記念館 1F 京都賞セミナー室(旧映像ステーション)
稲盛財団記念館 2F こころの未来研究センター会議室
稲盛財団記念館 2F 224(地域研)
稲盛財団記念館 2F 地域研客員室
稲盛財団記念館 2F こころの未来研究センター事務室
稲盛財団記念館 2F こころの未来研究センター研究室
稲盛財団記念館 2F 東南亭(会議室)
稲盛財団記念館 2F 地域研セミナー室
稲盛財団記念館 2F 研究室(3)前廊下
稲盛財団記念館 2F 204室
稲盛財団記念館 3F ⼩会議室(1)(2)
稲盛財団記念館 3F ⼩会議室(1)(2)
稲盛財団記念館 3F 稲323
稲盛財団記念館 3F 316
稲盛財団記念館 3F 328号室前廊下
稲盛財団記念館 3F 中会議室
稲盛財団記念館 3F ⼤会議室
稲盛財団記念館 3F ⼤会議室
稲盛財団記念館 3F 301
稲盛財団記念館 3F 306
稲盛財団記念館 3F 311
iPS細胞研究所 1F セミナールーム
iPS細胞研究所 1F 講堂
iPS細胞研究所 1F 講堂
iPS細胞研究所 1F 講堂
iPS細胞研究所 1F ギャラリー
iPS細胞研究所 1F 教授室17前廊下
iPS細胞研究所 1F ⻄側廊下
iPS細胞研究所 1F ⻄側廊下
iPS細胞研究所 1F ⻄側廊下
iPS細胞研究所 1F ⻄側廊下
iPS細胞研究所 3F オープンラボ(⻄側)
iPS細胞研究所 3F 廊下(301室前)
iPS細胞研究所 3F オープンラボ(東側)
iPS細胞研究所 3F 廊下(321室前)
iPS細胞研究所 3F 廊下(325室前)
iPS細胞研究所 3F 廊下(305室前)
iPS細胞研究所 3F 廊下(307室前)
iPS細胞研究所 3F 廊下(312室前)
iPS細胞研究所 3F 廊下(332室前)
iPS細胞研究所 4F 南オープンラボ(東側)
iPS細胞研究所 4F 対話スペース(リフレッシュスペース)
iPS細胞研究所 4F 南オープンラボ(⻄側)
iPS細胞研究所 4F 廊下(403室前)
iPS細胞研究所 4F 廊下(412室前)
iPS細胞研究所 4F 北オープンラボ(⻄側)
iPS細胞研究所 4F 北オープンラボ(東側)
iPS細胞研究所 4F 廊下(421室前)
iPS細胞研究所 4F 廊下(430室前)
iPS細胞研究所 5F 北オープンラボ(東側)
iPS細胞研究所 5F 北オープンラボ(⻄側)
iPS細胞研究所 5F 廊下(523室前)
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iPS細胞研究所 5F 廊下(532室前)
iPS細胞研究所 5F 南オープンラボ(⻄側)
iPS細胞研究所 5F 談話スペース1(リフレッシュスペース)前廊下
iPS細胞研究所 5F 南オープンラボ(東側)
iPS細胞研究所 5F 廊下(503室前)
iPS細胞研究所 5F 廊下(513室前)
iPS細胞研究所第2研究棟 B2F 廊下⻄
iPS細胞研究所第2研究棟 B2F 廊下北
iPS細胞研究所第2研究棟 B1F 廊下⻄
iPS細胞研究所第2研究棟 B1F 廊下北
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 103
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 103
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 103
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 廊下東
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 廊下南
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 106
iPS細胞研究所第2研究棟 1F 106
iPS細胞研究所第2研究棟 2F 廊下⻄
iPS細胞研究所第2研究棟 2F 廊下北
iPS細胞研究所第2研究棟 2F 廊下東
iPS細胞研究所第2研究棟 2F 206
iPS細胞研究所第2研究棟 2F 207
iPS細胞研究所第2研究棟 3F 廊下⻄
iPS細胞研究所第2研究棟 3F 廊下北
iPS細胞研究所第2研究棟 3F 廊下東
iPS細胞研究所第2研究棟 3F 306
iPS細胞研究所第2研究棟 3F 306
iPS細胞研究所第2研究棟 3F 310
iPS細胞研究所第2研究棟 4F 廊下⻄
iPS細胞研究所第2研究棟 4F 廊下北
iPS細胞研究所第2研究棟 4F 廊下東
iPS細胞研究所第2研究棟 4F 406
iPS細胞研究所第2研究棟 4F 406
iPS細胞研究所第2研究棟 4F 410
iPS細胞研究所第2研究棟 5F 廊下⻄
iPS細胞研究所第2研究棟 5F 廊下北
iPS細胞研究所第2研究棟 5F 廊下東
iPS細胞研究所第2研究棟 5F 506
iPS細胞研究所第2研究棟 5F 506
iPS細胞研究所第2研究棟 5F 510
iPS細胞研究所第3研究棟 B2F 滅菌保管庫
iPS細胞研究所第3研究棟 B2F 廊下(⻄階段東)
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F ラット室1
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F ラット室2
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F 廊下(ラット処理室北)
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F 廊下(前室3北)
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F 廊下(⽔廻り倉庫東)
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F マウス室1
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F マウス室2
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F マウス室3
iPS細胞研究所第3研究棟 B1F 廊下(更⾐室⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 1F 廊下(前室北)
iPS細胞研究所第3研究棟 1F 廊下(監視室北)
iPS細胞研究所第3研究棟 1F 廊下(PS室北)
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 廊下(北廊下⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 北オープンラボ⻄
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 北オープンラボ東
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 廊下(北廊下東)
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iPS細胞研究所第3研究棟 3F 廊下(リフレッシュコーナー東)
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 廊下(機材置場⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 廊下(南廊下⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 南オープンラボ⻄
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 南オープンラボ東
iPS細胞研究所第3研究棟 3F 廊下(南廊下東)
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 廊下(北廊下⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 北オープンラボ⻄
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 北オープンラボ東
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 廊下(北廊下東)
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 廊下(リフレッシュコーナー東)
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 廊下(機材置場⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 廊下(南廊下⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 南オープンラボ⻄
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 南オープンラボ東
iPS細胞研究所第3研究棟 4F 廊下(南廊下東)
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 廊下(北廊下⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 北オープンラボ⻄
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 北オープンラボ東
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 廊下(北廊下東)
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 廊下(リフレッシュコーナー東)
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 廊下(機材置場⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 廊下(南廊下⻄)
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 南オープンラボ⻄
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 南オープンラボ東
iPS細胞研究所第3研究棟 5F 廊下(南廊下東)
薬学研究科教育棟 B1F 学⽣実習室
薬学研究科教育棟 B1F 学⽣実習室
薬学研究科教育棟 B1F 学⽣実習室
薬学研究科教育棟 B1F 学⽣実習室
薬学研究科教育棟 1F オープンカンファレンス
薬学研究科教育棟 1F オープンカンファレンス
薬学研究科教育棟 1F マルチメディア講義室
薬学研究科教育棟 1F マルチメディア講義室
薬学研究科教育棟 2F 23番講義室
薬学研究科教育棟 2F 23番講義室
薬学研究科教育棟 2F 24番講義室
薬学研究科教育棟 2F 24番講義室
薬学研究科本館 B1F コンピュータ管理室
薬学研究科本館 B1F 廊下
薬学研究科本館 1F 会議室
薬学研究科本館 1F 会議室
薬学研究科本館 1F 研究科⻑室
薬学研究科本館 1F 図書室
薬学研究科本館 1F 図書室
薬学研究科本館 1F 図書室
薬学研究科本館 1F 事務室(A107)
薬学研究科本館 2F 21番講義室
薬学研究科本館 2F 21番講義室
薬学研究科本館 2F 22番講義室
薬学研究科本館 2F 22番講義室
薬学研究科本館 2F 講堂
薬学研究科本館 2F 講堂
薬学研究科本館 2F 講堂
薬学研究科本館 2F 講堂
薬学研究科本館 2F オープンカンファレンスA220
薬学研究科本館 3F オープンカンファレンス
薬学研究科本館 3F 実験室前廊下(東側階段寄り)
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薬学研究科本館 3F セミナー室321
薬学研究科本館 4F オープンカンファレンスA420
薬学研究科本館 4F 北⻄廊下
東南アジア研究所図書館(旧京都織物本館) 1F 受付N11
東南アジア研究所図書館(旧京都織物本館) 1F 書庫(東)S12
東南アジア研究所図書館(旧京都織物本館) 2F 書庫(⻄)S21
東南アジア研究所図書館(旧京都織物本館) 3F 書庫(東)
東南アジア研究所図書館(旧京都織物本館) 2F 第1閲覧室N23
学内共同研究センター共同研究棟 2F アフリカ専攻図書閲覧室(204号室)
学内共同研究センター共同研究棟 3F 廊下北側
学内共同研究センター共同研究棟 3F 廊下南側
学内共同研究センター共同研究棟 4F 研究員室前廊下
学内共同研究センター共同研究棟 4F 407号室
学内共同研究センター共同研究棟 5F セミナー室504号室
東南アジア地域研究研究所(東棟) 1F ⻄側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 1F マルチメディアルームE106
東南アジア地域研究研究所(東棟) 1F スタディルームE105
東南アジア地域研究研究所(東棟) 1F スタディルームE105
東南アジア地域研究研究所(東棟) 1F リサーチコモンズE101
東南アジア地域研究研究所(東棟) 2F 東側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 2F ⻄側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 3F 東側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 3F ⻄側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 3F 廊下中央
東南アジア地域研究研究所(東棟) 3F 312号室
東南アジア地域研究研究所(東棟) 4F 東側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 4F ⻄側廊下
東南アジア地域研究研究所(東棟) 4F 廊下中央
薬学研究科総合研究棟 B1F 質量分析室(C009)
薬学研究科総合研究棟 B1F 質量分析室(C009)
薬学研究科総合研究棟 B1F NMR室(C008)
薬学研究科総合研究棟 B1F NMR室(C008)
薬学研究科総合研究棟 1F 多⽬的ホールC113
薬学研究科総合研究棟 1F エントランスホール1F
薬学研究科総合研究棟 2F オープンカンファレンスC206
薬学研究科総合研究棟 3F オープンカンファレンスC305
薬学研究科総合研究棟 4F オープンカンファレンスC407
薬学研究科総合研究棟 5F オープンカンファレンスC506
医学部⼈間健康科学科棟 1F 第1講義室111
医学部⼈間健康科学科棟 1F 第2講義室112
医学部⼈間健康科学科棟 1F インフォメーションセンター(122室横ホール)
医学部⼈間健康科学科棟 1F ⾃学習室(122)
医学部⼈間健康科学科棟 1F 会議室II(121)
医学部⼈間健康科学科棟 1F 会議室I(113)
医学部⼈間健康科学科棟 1F 事務室(115)
医学部⼈間健康科学科棟 1F 第3講義室173
医学部⼈間健康科学科棟 1F ⾼井ホール(171)
医学部⼈間健康科学科棟 1F 図書室(181)
医学部⼈間健康科学科棟 1F 182 コンピュータ演習室 北側
医学部⼈間健康科学科棟 1F 182 コンピュータ演習室 南側
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第4講義室274
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第6講義室282
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第5講義室(273)
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第5講義室(273)
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第8講義室(281)
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第8講義室(281)
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第7講義室
医学部⼈間健康科学科棟 2F 第7講義室
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医学部⼈間健康科学科棟 2F 演習室2(284)
医学部⼈間健康科学科棟 3F 看護院⽣室 I(372)
医学部⼈間健康科学科棟 4F 分⼦⽣物学研究室 I(484)
医学部⼈間健康科学科棟 4F ⽣化学研究室II(414,415)
医学部⼈間健康科学科棟 5F 会議室(531)
医学部⼈間健康科学科棟 5F 第9講義室(532)
医学部⼈間健康科学科棟 5F 第9講義室(532)
医学部⼈間健康科学科棟 4F 理学院⽣室 I(433)
医学部⼈間健康科学科棟 4F 看護院⽣室 II(472)
医学部⼈間健康科学科棟(北棟) 2F 看護院⽣室 V(261)
医学部⼈間健康科学科棟(北棟) 3F 看護院⽣室 III(351)
医学部⼈間健康科学科棟(北棟) 3F 理学院⽣室 II(354)
医学部⼈間健康科学科棟(北棟) 3F 看護院⽣室 IV(354)
医学部⼈間健康科学科棟(北棟) 3F 363会議室
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 B1F セミナー室(B31)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 B1F 南側廊下(B26室前)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 B1F MRI室(B02室)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 2F 204号室前廊下
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 共同セミナー室1(128)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 共同セミナー室3(127)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 共同セミナー室2(126)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F ミーティングルーム(113)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 交流ラウンジ(114)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 事務室(129)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 再⽣研会議室134
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 再⽣研会議室134
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 再⽣医科学研究所所⻑室(141)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 1F 119号室(セミナー室)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 3F 共同セミナー室309
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 4F 作業院⽣室(415)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 4F 実験室401室
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 4F 実験室401室
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 5F 東側ホール
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 5F 北側居室前廊下
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 5F 実験室前廊下(⻄)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 5F 中央側ホール
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 5F 実験室前廊下(中)
南部総合研究1号館・ウイルス再⽣研1号館 5F 実験室前廊下(東)
ウイルス再⽣研3号館 3F 312 セミナー室1
ウイルス再⽣研3号館 5F 508 リフレッシュコーナー
分⼦⽣物実験研究棟 1F エントランスホール(ロビー)
分⼦⽣物実験研究棟 1F セミナー室・会議室122
メディカルイノベーションセンター棟 1F セミナールーム
メディカルイノベーションセンター棟 1F セミナールーム
メディカルイノベーションセンター棟 1F エントランスホール
メディカルイノベーションセンター棟 2F 会議室
メディカルイノベーションセンター棟 2F 応接兼⼩会議室
杉浦地域医療研究センター 1F 研修室1
杉浦地域医療研究センター 1F 研修室2
杉浦地域医療研究センター 1F 屋外研修室1
杉浦地域医療研究センター 2F 会議室
杉浦地域医療研究センター 2F 会議室
杉浦地域医療研究センター 2F 研修室3
ウイルス再⽣研2号館 1F セミナー室(104)
ウイルス再⽣研2号館 1F 学習室(102)
ウイルス再⽣研2号館 2F ⼩セミナー室
医薬系総合研究棟 1F ⼤講義室(101)
医薬系総合研究棟 1F ⼤講義室(101)
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医薬系総合研究棟 1F ⼤講義室(101)
医薬系総合研究棟 1F ⼤講義室(101)
医薬系総合研究棟 1F ⼤講義室(101)
医薬系総合研究棟 1F ⼤講義室(101)
医薬系総合研究棟 1F 教務掛(105)
医薬系総合研究棟 1F メディア端末室(111)
医薬系総合研究棟 1F 多⽬的ホール
医薬系総合研究棟 1F アウトリーチエリア
医薬系総合研究棟 2F 講義室A(201)
医薬系総合研究棟 2F 講義室A(201)
医薬系総合研究棟 2F 講義室C(216)
医薬系総合研究棟 2F 講義室C(216)
医薬系総合研究棟 2F 講義室B(217)
医薬系総合研究棟 2F 講義室B(217)
医薬系総合研究棟 2F リフレッシュスペース
医薬系総合研究棟 3F リフレッシュスペース
医薬系総合研究棟 5F 504室前廊下
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