
 

 
 

 

 

 

実施期間：平成 26 年 7 月 2 日～平成 26 年 9 月 5 日    参加学生数：   65 名 

長崎医療センターをどこで知りましたか？（複数回答可） 

① 長崎医療センターHP  19 人 

② 新・鳴滝塾サイト    8 人 

③ 長崎医療センターブログ 2 人 

④ 研修関係のサイト      人 

⑤ 同級生          16 人 

⑥ 先輩・知人          28 人 

⑦ 新聞雑誌             人 

⑧ 合同説明会          13 人 

⑨ その他         7 人 

（レジナビ、家族、市内在住、プレ見学会） 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           

見学内容についてはどうでしたか？ 

【スライド説明について】 

○とても分かりやすく丁寧に教えてもらえた。（10） 

○質問に対して丁寧に応じて頂いた。（5） 

○研修プログラム等とてもわかりやすかったです。（2） 

○とても見やすく、きれいにまとまっていました。 

○楽しくスライドを見ることができた 

○詳しく説明して下さって、教育体制がしっかりしていることがよく分かりました 

○離島実習も長崎医療センターの大きな特長だと思うので、もう少し具体的な内容を聞ければと思いま

した。 

○総合診療科の研修期間 3 か月は少し長く感じられました。選択での研修期間をもう少し長くして頂け

るとより自分の希望の研修ができると思います。 

○気になっていることや病院の特徴などを短い時間で簡潔に知ることができた。 

○担当の患者さんが少し少ないかと思われました。 

○少し長く感じたが丁寧でありがたかったです。研修医の先生方ともっとお話ししたかったです。 

○長崎医療センターの研修内容の特色をわかりやすく説明していただけました。 

○さっくりと病院の雰囲気を紹介していただきました。 

○特色について説明が聞けて良かったです。 

○時間はちょうど良かったです。緊張感も適度にありました。 

○研修システムについてや、研修医の先生方の様子が分かり良かったです。 

○長崎医療センターの初期研修のメリットがとてもわかりやすくまとめられていて良かったです。指導

医の先生の熱意も伝わり、長崎医療センターで初期研修を受けたいという気持ちが高まりました。 

○この病院の説明だけでなく、病院見学で何を見るべきかということも含め話していただき、とても参

考になりました。 

平成26年 夏の見学会 医学生アンケート 



 

 
 

 

○研修内容もわかりやすく説明して頂いた。もし働くときのイメージを持つことができました。 

○病院のコンセプトがとてもわかりやすく伝わってきました。 

○医療センターの楽しそうな雰囲気が伝わってくる説明でした。 

○時間は適切でとても分かりやすく、面白いプレゼンでした。病院の明るさが伝わってきて良かったで

す。 

○ポリシーなど知ることができてよかった。 

○医療センターの特徴や知らなかったことなどを聞けてとてもよかったです。 

○長崎医療センターの魅力を熱く語っていただき、研修医のことをしっかり考えているという姿勢が伝

わってきた。研修プログラムや、卒後の進路などコンパクトにまとまっていた。 

○予め配られていた資料と重複する点が少なからずあり、もう少し違う情報を聞きたかった。 

○研修プログラムについても学生の意見をとり入れて下さるような雰囲気があり、よかった。 

○見学の最初にみたかったです。 

○知りたい情報がたくさん入っており、とても良かったです。 

○病院で実際にされているセミナーなどについても詳しく説明して下さっていて、良かったです。 

★診療科見学★ 

【総合診療科】 

○指導医の先生に病棟の案内と総合診療科についての説明をしていただきました。正直見学に来る前は

総合診療科についてよくわかっていなかったのですが、今回の見学でとても興味を持ちました。 

○1年目の先生についてまわったので、フレッシュな情報を聞くことができました。ただ、働き始めたば

かりだったのでまだよく分からないことが多く、少し残念でした。 

○退院の患者さんが多く、ゆとりがあったので、先生方と仲良くなれた。雰囲気もよく内容も知れたの

で回ってよかった 

○お忙しい中、丁寧に説明して頂き、研修医の先生の生活を理解することができました。 

○指導医の先生と 1対 1でお話することができたのが、とても良かったです。 

○研修医の先生の様子が分かって良かったです。 

○いろんな手技を見学させていただきました。 

○研修医の先生にいろいろ研修の事などお話が聞けて良かったです。 

○色々な症例を見ていることがよく分かりました。 

○とても幅広く患者を受け入れており、将来的には総合的にあらゆる患者を幅広く診療していきたいと

考えている自分にとても最適な科と感じました。見学中も担当となっている患者の説明を丁寧に指導し

ていただき、勉強にもなりました。 

○総合診療科の診療内容・研修内容等具体的に見学できた。 

○研修医と上級医が気軽に話していて、アットホームな雰囲気だった。症例も様々で、研修でローテイ

トすれば非常に勉強になりそうだと思った。 

○手技が何も見られなかったのが残念ですが、たくさんお話を伺うことができてよかったです。 

○1日の仕事内容、受け持ち患者の病態とそれに対する診療処置などを説明していただきました。また向

原先生とも話しでき、相談もでき、とてもありがたかったです。 

○カンファから参加させていただき、雰囲気を知ることができました。病棟回診の見学、また先生 1 人



 

 
 

 

について患者さんの診察を一緒にさせてもらうという経験をさせていただきましたが、わかりやすく教

えていただき、とても勉強になりました。 

○見学というよりは実習のように一緒にラウンドさせて頂き、どのような患者さんがいらっしゃるのか

を知ることができました。特に、研修の先生につけて頂いたのでどのような業務内容か、というところ

からぶっちゃけトークまで幅広く教えて頂きました。 

○研修病院を選択する際にどのようなところに注目するかなど実際に働かれている先生ならではのご意

見を聞けて良かったです。 

○研修医の先生が明るく優しく疾患や治療、研修医のスケジュールなどについて詳しく教えてくださり、

とてもいい印象をもちました。 

○研修医の先生に色々説明していただきました。実際の患者さんについて教えていただいたので勉強に

なりました。 

○色々な症例を説明してもらえた。 

○研修医の先生に同行して診療を行った。患者さんに積極的に会いに行って、話を聞く、診察をすると

いう姿が見てとれた。外来の様子やカンファについても見学したかったため、また見学に伺いたいと思

った。 

○患者さんを見る機会が少なかったですが、先生と総診に関するお話をさせていただき、総診のビジョ

ンが明確になりました。 

○1日の生活がよくわかりました。 

○研修医の先生方にいろいろなお話をきくことができて楽しかったです。 

○様々な話を聞けました。 

○身体診察、所見を丁寧に教えてくださり勉強になりました。 

○研修医の先生が色んな場所を案内して下さいました。 

○総合診療科にどのような疾患の患者さんがこられるかを教えていただき、大学との違いを知ることが

できました。 

○様々な疾患の患者さんに実際にお会いして聴診させていただいたり、総診について説明を受けること

ができ良かったです。 

【小児科】 

○指導医の先生方に病院や小児科のことについて詳しく説明してもらえました。NICU では、上級医の先

生にキャリアなどについてなどアドバイスを頂き、非常に良かったです。ありがとうございました。 

○午後からの見学だったので、具体的な内容を目で見ることができなかったが、研修医の先生に丁寧に

説明して頂けて、内容を理解することができた。 

○ＮＩＣＵ、病棟を両方見学したが、どちらも先生方が気さくで丁寧に対応してくださった。是非、Ｎ

ＩＣＵで新生児の管理を学びたいと思った。 

○とても雰囲気が良く、全てのメディカルスタッフが協力して働かれている感じを持ちました。 

○軽症から重症の症例まで幅広く対応していてすごくやりがいがあるし、研修医に様々な処置をさせて

くれるのがよいと思いました。 

○とても丁寧に対応してくださり、小児科の研修等について理解を深めることができました。 

○赤ちゃんがとても可愛かったです。 



 

 
 

 

【救命救急センター】 

○救急車は少なかったが、その分先生方からたくさんの話をきけた。 

○重症患者さんのプライマリ、セカンダリーサーベイを間近で見て、自分の無力さと研修医・指導医の

行動力、協力体制を感じ取れました。 

○研修医の先生にＩＣＵや救急外来を案内していただきました。カンファレンスにも参加させて頂いて、

研修の雰囲気などがよく分かりました。 

○研修医の先生方がとても親切に科の特色や施設の設備などを詳しく説明して下さり、最初はきついこ

ともあるけれど実力をつけるにはもってこいのところという印象が残りました。 

○スタッフの先生方・研修医の先生方に非常にお世話になりました。ドクターヘリの見学や、指導医の

レクチャーは、自分の進路を考えるほどためになりました。また、研修医の先生にもいろいろと指導い

ただきました。科の雰囲気もよく、楽しかったです。ありがとうございました。 

○実際に働いている現場を見学できて良かったです。 

○ICU の患者さんの識別疾患を一緒に考えさせていただきました。ER の見学や、ドクターヘリも見せて

いただきました。 

○救急車が 1 台しか来なかったのですが、ドクターヘリの見学や病棟の案内をして頂いて興味を持つも

とができました。 

○この病院の救急が何をしているか、何を求められているかという、聞きたかった部分が聞けて良かっ

たです。 

○お忙しそうで緊張感があり、独特の雰囲気がありました。 

○救急外来を見学し、業務内容を詳しく説明して頂いた。 

○救急搬送は見ることができませんでしたが、ドクターヘリの内部など詳しく教えていただきました。 

○とても平穏で、急患もなかったため、医師・研修医の動きがあまり見れませんでしたが、簡単な案内

をしていただきました。ドクターヘリは見せていただきました。 

○ドクターヘリやＩＣＵの見学など新しいことを発見できてとても面白かったです。また、研修医の先

生には詳しく説明していただき感謝しています。 

○救急車が 1 台しか来なかったので救急らしさを見ることができなかった。ドクターヘリを見ることが

できてよかった。 

○全国的にも有名な救命救急センターやドクターヘリについて髙山先生に直接質問ができとてもよかっ

たです。担当の研修医の先生がとても気さくでいろいろなことが聞けてとても有意義でした。 

○患者さんが入れば流れがみえて良かったと思いますが、タイミングが合いませんでした。 

○ドクターヘリや救急車など、多くのことを見学できた。 

○ドクターヘリや設備の説明を丁寧にしていただいてよかったです。患者が来なかったことが残念な点

でした。 

○実際に救急車で患者が搬送されて、研修医も積極的に処置に参加している姿を実際に目にすることが

できて、良かった。カンファでも研修医の発表に対して、上級医の先生方がしっかりと指導していた。 

○月曜日というのもあり、カンファレンスが比較的長く、患者さんを診る機会が少なかったのが残念だ

った。 

○ヘリがかっこよかったです。 



 

 
 

 

○ヘリの中を見せてもらい、救命への理解を少し深めることができました。 

○患者説明や病院案内など詳しく教えてくださいました。 

○ドクターヘリも見せて頂けたので感謝しています。 

○研修医の先生が First touch を行っていたのでよい研修が行えると思いました。 

○先生方の緊迫した中で、しっかり対応をしてる姿を見学させて頂きました。お忙しい中で、ドクター

ヘリの中まで見せて頂き、憧れのヘリに乗せて頂きました。 

○ドクターヘリの説明を詳しくしていただいたり、研修について研修医の先生方が優しく教えて下さっ

たりして、良かったです。 

【消化管内科】 

○どの先生もとても面倒見がよくて、色々教えて下さいました。内視鏡の説明を絵で書いて教えてくだ

さったりと、とても優しかったです。 

○あまり処置がない中、担当患者さんについての説明や研修の様子などを教えて頂き、充実していまし

た。 

○見学できる手技が少なくて少し残念でしたが、その分研修医の先生の説明をたくさん聞かせて頂き、

とても勉強になりました。 

○指導医・研修医の間でのコミュニケーションがしっかりあって、科全体の雰囲気もよかった。 

○内視鏡を数多く見せていただくとともに、説明を多くしていただけた。 

【循環器内科】 

○心カテをみることができ、興味をもちました。 

○心カテを何回も見ることができ、循環器に対する興味・関心が以前にも増して強くなった。 

○雨の影響で電車が遅れ、見学時間が短かったため先生方とあまり話ができなかったものの、ある程度

把握できたと思います。 

○興味のあったカテーテルを見ることができてよかったです。フォローアップの患者さんのみでしたが、

間近で見ることができました。 

○学校の実習で心カテは見ていないので、先生方に詳しく教えていただきました。 

○初めて心カテを見せていただいたのだが、分かりやすく、状況を説明していだいて非常に有意義でし

た。 

【脳神経外科】 

○指導医の先生に病院のことから、脳外科に入院している患者さんのことまで、詳しくおしえて頂きま

した。脳外科に対して興味がわきましたし、長崎医療センターで働きたいなと思いました。 

○たまたまオペのない日だったので、脳外に加えて神経内科の患者さんも見せて頂きました。次回は月

～水で来て、オペも見学させて頂きたいです。先生方が熱心に教えて下さって、感謝です。 

【皮膚科】 

○いろいろな手技が見れていい勉強になった。また、メラノーマも見れてとてもよかった。 

【外科】 

○手術に入らせていただき、とても雰囲気がよかったです。 

○術式の説明を丁寧にしていただきオペ見学がしやすかったです。 

○手術を 2件見る事が出来て、説明も丁寧にして頂きました。 



 

 
 

 

○一介の見学生なのに手洗いまでさせて頂き、説明もしっかりしてもらいました。 

○実際の手技を少し手伝わせてもらうことができ、楽しく見学することができました。 

○ope 中に解剖の指導をして頂き、勉強になりました。 

○研修医の先生が手技をしているところを見れてよかったです。 

○オペに手洗いで入れて頂いて、様々な手技を手伝わせて頂きました。先生方の雰囲気もとても良く、

今回は内科との合同オペだったのですが、他科とのかきねが低くて、良いなと感じました。 

【呼吸器内科】 

○研修医の先生は不在でしたが、後期研修医について研修内容、業務、全体のことなどを聞くことがで

きてよかったです。 

【産婦人科】 

○エコーをさせていただいた。 

○エコーをさせてもらって、改めて難しさを感じた。手術も見ることができたので充実していました。 

○分娩や外来などを見学させていただきました。処置の間に患者さんの説明をしてくださったり、外来

の件さも何を考えてオーダーしているのか、教えていただいて、大変勉強になりました。 

○研修医の先生を中心によく教えてもらいました。なかなかタイミングが合わず、まだ見たかった気も

しますが、大体の科の雰囲気が分かった。 

○タイミングが悪く、お産や帝切、診察が終わってしまっていましたが、病棟を案内して頂いた後、研

修医の先生に色々とお話しを聞くことができました。 

○オペ室から始まり、病棟内の説明、外来、カンファを見学させて頂きました。分娩があるかもしれな

いということで、呼び出して頂けるようにはからってくださいました。結局見ることはできませんでし

たが、見学なのにＯＫ出して頂けることが嬉しかったです。ありがとうございました。 

○分娩も見れ、色んな場所を案内していただき、また質問形式でレクチャーして下さり、大変勉強にな

りました。 

○いろいろおしえていただきました。 

○レジデントの先生を中心に入院患者さんの検査やその説明をされているところを見学させて頂きまし

た。以前も産婦人科を見学したのですが、とても良い雰囲気の科だと思いました。 

○たくさんの症例のエコー所見を見せて頂き、とても勉強になりました。 

【整形外科】 

○先生方がとても明るく接しやすかったです。オペがなかったのが残念でした。 

○手術を見ることができてよかった。担当頂いた先生が面白い先生でした。 

○病院の設備の見学や手術を見せていただきました。先生も優しく教えていただいて勉強になりました。 

【肝臓内科】 

○先生方がとても丁寧に説明して下さって、ERCP を見ることができて良かったです。 

○肝臓は大学の実習で見学していなかったので、初めて見る手技があり、とても勉強になりました。ま

た、先生方が 1 つでも多くの事を教えようとして下さっている熱意が伝わり、研修中も色々教えていた

だけそうだなと安心できました。 

【腎臓内科】 

○カンファレンスを見学させていただき、患者の病態・処置を説明していただき、また研修医の仕事内



 

 
 

 

容も説明していただきました。 

○透析、腎生検の見学をさせていただいた。先生方もよく話しかけてくださり、初期研修についてさま

ざまな質問もできたので良かった。腎生検の際、研修医の先生がしっかりと参加しており、どういった

ことをさせていただけるのかも確認できた。 

○とても丁寧に対応していただきました。 

【病理】 

○病理医のお仕事に興味があったので、標本の切出しや迅速診断と見ることができ、良かったです。他

科の先生との議論も聞くことができました。 

○切り出しなど見学させていただいた。とても丁寧に説明していただいた。 

【精神科】 

○リエゾン特化の病棟ということで、大学の病棟とは大きく違うところを見学することができました。

回診と外来に付き添うことができ、どのように診察を行っているのか直に見ることができました。 

【麻酔科】 

○研修医の先生には、術中の全身管理について大変丁寧に説明していただき、勉強になりました。 

【神経内科】 

○とても詳しく教えていただけてよかった。 

○病室を見学させていただいたが、どういう経緯があって入院された方なのか、検査所見はどうなって

いるかなど、細かく説明してから、病室へいくような感じで非常に勉強になった。指導医・研修医の関

係も良さそうで学びやすい雰囲気を感じた。 

【血液内科】 

○朝 9時から画像、血液検査など教えていただき、TBI、腰椎穿刺などポリクリでみていないこともみせ

ていただき、採血も最後にさせていただき、非常に良かった。 

○先生の担当患者さんの診察を手伝わせてもらえました。採血実習もしました。 

【形成外科】 

○手術を見学させていただいて、また、縫合も実際にさせていただいてよい経験になりました。夜には

お食事に誘っていただいて楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。 

【放射線科】 

○しっかりした仕事がされていると思った。 

○CT と MRI の画像を一緒に見て下さり、疾患のことも勉強できました。 

 

★当直見学★ 

○研修医の先生の当直の雰囲気をあじわえた。 

○付きっきりで丁寧に教えていただいた。 

○研修医の先生が 1人で対応していて、すごいと思いました。 

○研修医の先生がとても優しく指導していただけたので、雰囲気がよくわかりました。 

○たくさん症例を見せていただいて、先生方もお優しく楽しかったです。 

○軽傷の方から一分一秒を争う方まで様々な疾患の方がおられ、それらの患者さんに対して冷静に対応

している研修医の先生にとても感銘を受けました。 



 

 
 

 

○研修医の先生には当直でお忙しい中、いろいろと指導いただきました。また、上級医の先生からもお

話を聞くことができ、大変良かったです。研修医の間に大事なことを学ぶことができる環境が素晴らし

いと思いました。先生方、どうもありがとうございました。 

○そんなに忙しかったわけではなかったのですが、大変でした。 

○お忙しい中、いろいろと教えていただきながら見学させていただきました。 

○救急車 2例、外来 5～6例を見学することができ、とても充実した見学ができました。先生方にも手厚

く対応していただき、感謝しています。 

○はじめは外科を回らせて頂きましたが、あまり患者さんが来ず、先生方が気を利かせて内科の方へ案

内してくださいました。研修の先生が全てパッパと決めずに、上の先生と一緒に診ることができるシス

テムは勉強にもなるし、精神的にも安心だと思いました。 

○内科当直でしたが研修医の先生に「鑑別は」と聞かれ、答えられなかったので、もっと勉強しようと

いうモチベーションになりました。 

○内科当直の見学をさせていただいた。研修医がファーストタッチをしているところを実際に見学でき、

それに対する上級医の先生の指導も充実していたように思う。当直は研修医の力を高める上で重要なも

のだと再認識できた。 

○残念ながら、救急車が来ず、担当の先生もお忙しいみたいでフリーな時間が多かった。 

○症例があまりこなかったが、担当の研修医の先生から数多くのことを聞くことができて、役に立った。 

○研修医室で先生方といろいろお話できてよかったです。1 件しか見ることができなくて残念でしたが、

大村が平和でよかったです。 

○1例しか見れなかったが、とても勉強になった 

○内科当直だったのですが、ちょうど忙しい現場を見れてとてもいい勉強になりました。 

○患者さんが 1 名しかいらっしゃらなかったので残念でしたが、研修医の先生の貴重な話を聞くことが

できてよかったです。 

○当直の一部を見学させてもらい、数年後の目標設定ができました。 

○思ったより時間が余ってしまった。 

○当直の様子を実際に目にすることができてよかったです。 

○研修医の先生が 1st touch を行っていたので、よい経験がつめると思いました。 

○研修医の先生が優しく教えてくださり、また当直の雰囲気もわかりました。 

★研修医とのランチタイム★ 

○研修医の先生から直接研修内容の普段の生活などを聞くことができ、とてもいい機会になりました。 

○ラフな形での研修医の先生たちのお話を聞くことができる機会で、大変有意義でした。 

○一番近い立場である研修医の先生方と話すことができ、研修の具体的なイメージをつかむことができ

ました。 

○率直な感想を言ってもらえて、選ぶ参考になりました。 

○多くの研修医（医学生 2 名・研修医 5 名）から研修病院の選び方や、長崎医療センターの魅力、研修

医生活などたくさん教えていただきました。 

○研修先を選ぶ上で参考になる話をたくさん聞くことができました。 

○病院見学でこのような機会を設けていただけることは初めてでしたが、いろいろと話すことができて



 

 
 

 

有意義でした。 

○先生方から現場での実際の話を聞くことができてよかったです。 

○研修医の先生と実際に話す機会はあまりないので、具体的な話を聞くことができてよかったです。 

○普段の生活についていろいろ教えて下さったり、どのような研修医生活を過ごすのかイメージできて

よかったです。 

○楽しかったです。2人の先生に来ていただき、感謝です。 

○様々な話が聞けました。 

○気になることをいろいろ聞けました。 

○楽しかったです。それぞれの診療科のお話もですが、ファミマの品揃えについてや、各大学のお話も

聞けました。 

○楽しく話せました。 

○年齢も近く、接しやすくて、初期研修のことに関して多く話を聞くことができて良かったです。 

○楽しかったです。 

○色々なことを聞けてよかったです。 

○マッチングのことなどをフランクに聞くことができて良かったです。 

○試験のことから日常のことまでいろいろ話していただき、参考になりました。 

○マッチングに関する話が聞けて良かった。 

○研修医の先生方の生の声が聞けてとても参考になりました。ありがとうございました。 

○1年目の先生たちから、研修内容に対する正直な感想が聞けて良かった。 

○マッチングのことや生活のことなど気さくに話して下さって、とても楽しく、為になる時間でした。 

○雰囲気良く話しながら食事できました。 

○色々な質問が聞けてよかったです。 

○研修医の方ならではのお話など、貴重なお話などが聞けてとても良かったです。 

○緊張してあまり話せなった。 

○どんな基準で研修先を選ばれたのか、現在の雰囲気などを知ることができ、とても参考になりました。 

○5人の先生方と食事をさせて頂きました。先生方が勤務日やお休みにどのように過ごされているか、長

崎医療センターの特徴など気になっていることをきけました。 

○マッチングのこと、勉強のことなど教えていただけてためになりました。 

○医療センターのことだけではなく、これからの進路決定についてざっくばらんにお話を聞かせて頂き

ました。 

○診療以外のプライベートの時間の過し方などを聞くことができ、参考になりました。 

○研修だけでなく日常生活についても知ることができた。 

○研修医の瀬根氏が気をつかって色々お話ししてくださいました。ありがとうございました。 

○長崎医療センターのこと、初期研修自体のことなどさまざまな話が聞けた。自分と近い研修医の先生

方との会話だったので、何でも尋ねやすい環境だったように思う。 

○たわいもない話から研修の話など色々お話し楽しかったですが、学生側がどうしても縮こまってしま

い、もう少し先生方がリードしていただければありがたかったです。 

○高校の先輩もいらっしゃったり、数多くのことをうかがうことができた。ご飯もおいしくいただけた。 



 

 
 

 

○楽しかったです。 

○おいしかったです。 

○病棟では聞けないような話を気軽にできました。 

○研修医の先生ととても楽しくお話しできました。 

○マッチングの詳細を知ることができました。 

○ざっくばらんな雰囲気の中で、貴重なお話を聞けて有意義な時間だった。 

○研修医の先生がどのような生活をされているかを聞くことができてよかったです。 

○先生方の打ち解けた雰囲気がとても良かったです。 

○研修医の先生方から本音を聞くことができて、良かったです。先生方が研修先を選んだ時のポイント

なども伺うことができました。 

○研修医のみなさんが気さくにお話ししてくださって、楽しい時間をすごせました。ご飯もおいしかっ

たです。 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○とても面倒見のよい印象を受けました。 

○立地も環境もスタッフの方々もとても気に入りました。もう少し忙しくてもやっていけそうです。 

○改めて、ここで研修したいと思いました。 

○プライマリがしっかりできることと雰囲気がいいなと思いました。 

○良いと思いました。 

○先生方も臨床教育センターの方もとても優しくして頂きました。ありがとうございました。 

○受けます。 

○1 日見学させていただき、医局の雰囲気の良さや研修医の先生、上級医の先生の熱心に働く姿を見て、

いずれ自分もこの病院で同じように頑張りたいと思いました。またほかの診療科も見学に伺いたいです。 

○研修先の病院として検討させていただきたいです。 

○院内の雰囲気が良かった。研修医同士の仲も良さそうであり、良い研修ができそうと感じた。 

○先生方をはじめ、コメディカルの方、事務の方がとても生き生きとして仕事されており、素晴らしい

研修先だと思いました。 

○教育システムがしっかりしている印象です。 

○バランス良く成長できそうな教育に熱心な病院だと思います。 

○病院の雰囲気がとてもよく、上級医の先生もとても教育熱心な方が多くいらっしゃるという印象を受

けました。研修内容もとてもハードではあるけれど 2 年間やりきることができたら確実に力を身につけ

ることができると思いました。是非この病院で研修したいと思います。 

○自分自身の勉強と症例をこなして経験をつむことのバランスがとれそうで、研修してみたいと思いま

した。 

○研修病院としてすごく良いイメージをもちました。ありがとうございました。 

○1つの科しか見てないので何とも言えないが、まわった感じではよかった。 

○救急、総合診療を志望しており、どちらも力を入れられていて、指導体制も充実しているようなので、

とても魅力的だと思いました。 

○重度疾患だけでなくコモンも診ることができるということで幅広に経験ができると感じました。 



 

 
 

 

○研修医に対する手厚い指導がとてもよいと思いました。研修医の先生方が皆さん仲良く、雰囲気がい

いと思いました。 

○教育センターや研修医室の雰囲気がすごくいい、というのが一番印象的でした。居心地が良くて、つ

いつい長居してしまいました。忙しい中でも、心安らぐ場所があるということは大切だと思いました。 

○病院全体が明るく、スタッフの方々もあいさつをしてくれ大変良い病院だと思いました。 

○ここで研修できればいいなと思った。 

○病院が広くてきれいでした。また、指導医の先生方も研修医を育てるという雰囲気を持って細かい指

導がされているように感じました。研修することできちんと実力を実力をつけられるいい病院だと思い

ます。 

○研修システムがとてもしっかりしている印象を受け、また先生方がとても優しいと感じました。 

○研修病院としての歴史が長く、研修医の扱いが先生皆慣れていらして、教育的かつ邪魔扱いもされな

い。全体的にスタッフの雰囲気が良く、働きやすい環境だと感じました。 

○研修医を育てようという空気が病院全体で感じられ、研修医として働きやすい環境だと感じた。研修

医どうしもよく会話しており、高め合える関係だと感じた。 

○病院の雰囲気がよい。 

○研修医の先生方も楽しく働かれ、内容の濃そうな 2 年間になるだろうと思いました。ただ、小児科 3

か月必修なのはどの先生方も少し不満そうだったので改善されればと思います。 

○色々なことを教えて下さりそうでよかった。ぜひ考えたいと思った。 

○きれい。 

○特に研修医の人たちが楽しそうなのがよかったです 

○まだいろいろと考えている最中ですが、今回の見学で医療センターにとても興味を持ちました 

○研修病院として、ＥＲ、総診がしっかりしている病院を考えていたので、今回見学して、また研修医

の先生方の話を聞いて、研修するにはいい病院だなと思いました。 

○大きい病院で様々な科を持っており、研修医は近くに住居があるとのことでとてもよい印象です。 

○研修病院として魅力的だと思いました。 

○特殊な研修を行っているわけではなく、一般的で充実したプログラムが組まれているという印象だが、

一人でがんがん指導医に質問して、せいちょうしていきたいと思っている人には少しものたりないかも

しれないと思った。 

○とても雰囲気がよく、研修医の先生方もいきいきとしていてよかったです。 

○ぜひ初期研修で働きたいと思いました。 

○医師を育てようという雰囲気がひしひしと伝わってくる病院だったので、ぜひ研修先にしたいと思っ

た。 

○研修医の先生が活躍されている姿を見れてよかったです。 

○病院見学で来たにも関わらず、とても熱心にご指導して頂けたので、研修で行くともっとたくさん教

えて頂けるのだろうと思いました。 

○もともと人気の病院だと聞いて見学させて頂いたんですが、そのイメージがさらに良いものになりま

した。研修医の先生方の目がキラキラしていて、働きたいなと思いました。 

○熱意あふれる先生方ばかりで、研修制度もしっかりしていて、研修したい気持ちが強くなりました。 



 

 
 

 

★最後になんでもどうぞ！ 

○初めて見学に来て、とても雰囲気のよい病院だと思いました。 

○機会があれば、今後ともよろしくお願いします。 

○もっと先生と仲良くなりたかったです。時間があっという間に過ぎました。 

○見学させていただきありがとうございました。事務の方々だけでなく、皆さんが見学の学生を温かく

迎えて下さるのでとても楽しかったです。マッチング試験も、よろしくお願いいたします。 

○1週間切っての申し込みでしたが、受け入れてくださりありがとうございました。 

○今回 2 回目の見学で、前回に比べ多くの研修医の先生方と話す機会があり、研修先を考える上で有意 

義な見学になりました。ありがとうございました。 

○研修医の先生に食事に連れて行って頂き、雰囲気の良さや研修生活についてたくさんお話を聞く事が

できて、とても楽しかったです。ありがとうございました。 

○ありがとうございます 

○いつも優しく楽しい雰囲気で迎えて下さり、今回も充実した病院見学でした。ありがとうございまし

た。 

○臨床教育センターのまったり感がよかった。 

○また見学に来て救急などを見てみたいと思います。今日は見学させていただき有難うございました 

○1日半ありがとうございました。機会があればまたほかの科を見学させていただきたいです。 

○指導医の先生が優しい方でした。 

○ありがとうございました。マッチングの面接の際はまたよろしくお願いします。 

○マッチング頑張ります。 

○研修期間に吸収できるだけのことを吸収したいと考えているので、お世話になることがあればよろし

くお願いします 

○研修医の先生方の雰囲気が良く、環境も整っていてまた見学（もしくは研修として・・・）に行きた

いと思いました。 

○今日 1 日お世話になった先生方、教育センターの方々、本当にありがとうございました。自分にとっ

て非常に良い経験になりました。また機会があればよろしくお願いします。 

○今回の見学の際に事務の方から研修医、上級医の先生方まで親切に病院についての説明、案内などを

受けることができたため、楽しく見学することができました。どうも 2日間ありがとうございました。 

○また 5 年生になったら見学をさせていただきたいと思いました。できればその際、総診・救急外来も

見学させていただければありがたいです。 

○宿舎の見学とかあれば。。。と思いました。 

○短い期間でしたが、手厚いご指導本当にありがとうございました。 

○試験の日なのに丁寧に対応して下さり、ありがとうございました。担当の先生だけではなく、たくさ

んの先生方とお話しさせて頂くことができました。お忙しい中ありがとうございました。 

○3、4年目の先生方とも、お話しする機会があればもっと良いと思います。 

○お世話になりました。 

○研修医の先生方も丁寧に説明してくださいました。ありがとうございました。 

○1日半の研修をさせていただき、宿舎まで用意していただき、ありがとうございました。研修医の先生



 

 
 

 

方とお話しする機会も多く設けていただけたので、さまざまな話が聴けました。ぜひ、長崎医療センタ

ーで研修したいと感じた 1日半でした。 

○大変有意義な 1日半を過ごさせていただきましたが、1つの科を半日で見るというのは少し無理がある

なと思いました。また、夕食など先生方（研修医）と一緒に行く機会などあればより濃い見学実習にな

るのではないかと思います。1日半大変お世話になりました。ありがとうございました。 

○先生方が優しく教えて頂いたので楽しく過ごせました。 

○また見学に来たいと思います。先生がずっと説明して下さって感謝してます。次回もよろしくお願い

します。 

○この病院で研修したい気持ちが強くなりました。ありがとうございました。 

○2日間、大変ありがとうございました。 

○また、他の科の見学もさせて頂きたいので、ぜひ見学させて下さい。よろしくお願いします。 

○大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

みなさん、 

ありがとうございました！！ 


