
 

 
 

 

 

 

実施期間：平成 26 年 2 月 24 日～平成 26 年 3 月 28 日    参加学生数： 43 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   23 人 

② 新・鳴滝塾サイト    11 人 

③ 長崎医療センターブログ 5 人 

④ 研修関係のサイト       0 人 

⑤ 同級生           11 人 

⑥ 先輩・知人           19 人 

⑦ 新聞雑誌              0 人 

⑧ 合同説明会           11 人 

（・レジナビ ・プレ見学会）  

⑨ その他         1 人（・授業）  

                 

 

                   

                           

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】 

○初期研修のシステムについてわかりやすく説明してくださり、長崎医療センターでの初期研修の魅力

が伝わってきた。 

○先生に直接質問できてよかったです。 

○丁寧でわかりやすかった。 

○何回か同じようなスライドを見ていたので、何か見学会ならではのスライドが見たかった気がします。 

○見学を実際してみると、よく理解した 

○研修プログラムについてよくわかりました。先生の研修に対する熱意を感じました。 

○わかりやすかったです。（４） 

○研修プログラムや特色についてよくわかりました。 

○非常に内容が簡潔にまとまっていてわかりやすかった。いかにして初期研修でプライマリケアを学ぶ

重要性がわかりました。 

○わかりやすかったです。救急車台数がわかるとよりよかったです。 

○伝統のある貴院の魅力が伝わってきました。 

○時間はちょうどよかったです。雰囲気や内容などもよかったです。 

○初期研修がプライマリケア、専門に隔たることなく、様々な分野を学ぶためのものだと学べました。

時間や内容もとてもよかったです。 

○写真も多く、雰囲気まで伝わってきました 

○様々な情報を提供していただき、ありがたかった。 

○ポイントをわかりやすく説明していただきました。 

○非常に説明がわかりやすかったです。 

○スライド説明の時間は適度だったと思います。説明会の雰囲気もよく、医療センターの研修の魅力が
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よくわかりました。 

○丁寧でわかりやすく良かったです。 

○コースなどについても詳しく教えていただけて良かったです。 

○初期研修の仕組みがわかりやすかった。 

○何を重視した研修をしているのかがよくわかった 

○大事なところを重点的に教えてもらいわかりやすかったです 

○コース等についても詳しく教えて頂けて良かったです。 

○時間はちょうどよく、内容もポイントをまとめて説明して頂き、とてもよかったです。 

○スライドだけでは分かりにくいことも丁寧に話していただけたので良かったです。 

○もう少しスライドをゆっくり流してほしかった。 

○とても分かりやすかったですし、何でも質問しやすい雰囲気でよかったです。 

 

★診療科見学★ 

【小児科】 

○病棟と NICU どちらも見学させていただき、一人一人の患者さんについても詳しくお話ししていただい

て大変勉強になりました。 

○実際に研修医の方がご家族に病状を説明する場に立ち会わせていただいて、説明がとてもわかりやす 

く話していて尊敬でした。上級医の先生には、科の特徴を教えていただき、自分が理想とする科だとい

うことがわかった。病棟の雰囲気もすごく良くて、働きやすさを感じることができた。 

○NICU や病棟を見学し、研修医の先生の仕事内容や病棟の雰囲気を教えていただきました。 

○NICU が大きくて、３つに分かれているのに驚きました。小児科に興味があるので魅力的でした。 

○病棟と NICU どちらも見学させていただき、ひとりひとりの患者さんについて詳しくお話しいただいて

大変勉強になりました。 

○臨床に沿った勉強をさせてもらった。 

○NICU を主に見せていただき、また、２年目の研修医の方のお話も聞くことができ、非常に参考になり

ました。 

【皮膚科】 

○手術メインで局所麻酔の手術を2例見せていただき、手術室の様子も見ることができてよかったです。 

【神経内科】 

○今まで机上で勉強してきたことが、自分の目で実際に見ることができて意義深かった。 

○時々手技をさせていただき、ありがとうございます。先生の担当患者さんの症例や疾患の知識をたく

さん説明していただいたので非常に勉強になりました。 

○脳梗塞疑いの診察を見れてよかった。 

【外科】 

○指導医の先生は簡単なことでも質問に答えいていただきました。 

○雰囲気もよく、研修医の先生にも丁寧に対応していただき満足できました。もっと長い時間手術を見

ていたかったです。 

○参加型で手洗いもさせていただけたのがよかった。 



 

 
 

 

○オペも見学させていただいてよかったです。 

○先生方もとても親切にして下さって、オペ見学もできて良かったです。ただ、研修医の先生の病棟で

の仕事を見学する時間がなかったのが残念でした。 

【血液内科】 

○今まで机上で勉強してきたことが、自分の目で実際に見ることができて意義深かった。また指導医の

先生の腕から採血させていただきました。 

○興味の度合いが倍くらいになりました。 

【救命救急センター】 

○先生たちの対応はよかったです。他のいろいろな仕事ももう少しよく見たかったのでまた来ます。 

○一つの症例について途中からの見学でしたが、初期対応や治療方針の決め方など勉強になりました。 

○救急車が少なくドクターヘリでの搬送等も見ることができなかったので少し残念でしたが、研修医の

先生方にとても優しく教えていただきました。 

○研修医の先生がファーストタッチをほとんど行っており、プライマリの力が付きそうだと思いました。 

○丁寧に教えてくださった 

○ヘリの見学やお手伝いをさせていただいてよかったです、 

○ドクターヘリの見学を初めてさせていただき、離島からどのように患者を搬送するのかを理解できま

した。救命救急センターでは救急者は来なかったが、先生方にいろりと入院患者について丁寧に説明い

ただき、勉強になりました。 

○急患がなかったのは不運でしたが、その分時間もあり、研修医の先生からいろいろな話を聞かせてい

ただきました。 

○病院見学ははじめてで緊張もありましたが、丁寧にわかりやすく説明していただきました。カンファ

レンスも勉強になりました。 

○大学病院クラスのＮＩＣＵと症例の多さが魅力的でした。 

○先生方がとても親切で色々と教えていただきました。ドクターヘリの見学もできて良かったです。 

○お仕事でいそがしい中、丁寧に説明して下さいました。 

○ドクターヘリの見学や実際にＣＰＡもさせて頂いて、充実した見学をさせて頂きました。 

○実際の現場を通して心肺蘇生を学ぶことができ充実しました。 

○研修医の先生が丁寧に接してくださいました。 

○一緒に患者さんの初期対応をみたり、お話ししたりできて楽しかったです。雰囲気を知ることができ

てよかったです。 

○いろいろ教えていただけてよかった。 

○ドクターヘリに乗せていただけたのが感動でした。救急車が来なかったのが残念でしたが、先生方が

手技の一つ一つを丁寧に説明して下さいました。 
【総合診療科】 

○医療センター総合診療科での仕事がどういう仕事がどういう仕事なのか少し想像がついた気がします。 

○大学には総合診療科の病棟がなく、総合診療科のイメージがつかかなかったが、いろいろな疾患を受

け持っている総合診療科を初めて見れて非常に勉強になりました。 

○指導医から様々な話を聞かせていただきました。 



 

 
 

 

○幅広い症例が集まっていて勉強になりました。研修医の先生方も丁寧に対応してくださいました。 

○様々な疾患を見ることができる視野の広い先生方だなと思いました。 

○研修医の先生の診察の様子などを見せていただき、とても勉強になりました。いろいろな話もしてく

ださったので、とても参考になりました。 

○お忙しい中、丁寧に説明していただきました。（２） 

○研修医の先生とともに病棟を回りました。研修医の先生からプログラム全体の内容やプログラム全体

の内容や研修の雰囲気も教えていただき、また、ルート確保の練習もさせていただきました。最後の 30

分は指導医の先生から総診とはどういうものかを教わりました。 

○多種多様な患者がいるのがわかりよかった。 

○研修医の先生が疾患についてわかりやすく教えて下さり、大変為になりました。雰囲気も良かった。 

○主に研修医の先生につかせていただいたので、研修医がどんなことをしているのか直接見学できてよ

かったです。 

○多くのことを説明していただいたが、できれば最初から病棟・ベッドサイドを回る形式がよかった。 

○外来、病棟とも見せていただき、研修医の先生にいろいろとご指導いただき、楽しかったです。 

○朝のカンファから参加させていただきました。研修医の先生も上級医の先生も総診の役割等について

詳しく教えてくださり勉強になりました。 

○研修医の先生が丁寧に指導してくれたため、医療センターの総診を実際によく知ることができた。 

○大学との違いがよくわかった。 

○総診の先生のされていることや、研修医の時にどのようなことを行っているか良く分かりました。 

○自分の大学にはない科だったので見学できてよかった。 

【精神科】 

○独特な雰囲気でしたが、大きな総合病院での精神科の役割を学ぶよい機会となりました。先生方はと

ても気さくに何でも話してくださいました。 

○他科に入院している患者さんにも見れたらと思いました。 

○大学病院とはまた違った雰囲気でリエゾンなどよくわかりました。 

【耳鼻科】 

○手術の日程とあえばよかった。 

【循環器内科】 

○先生方の雰囲気がとてもとてもよかった。 

○研修医の先生と沢山お話しができ楽しかったです。指導医の先生にもカテの説明をして頂きよかった

です。 

【形成外科】 

○手術を多く見せていただいてよかったです。 

○縫合をさせていただき、形成外科としての手術を本格的に見学させていただきました。また見学した

いと思います。 

【整形外科】 

○手術は見れませんでしたが、画像など多くを見せていただいてよかったです。 

 



 

 
 

 

【消化器内科】 

○EMR、ESD など腫瘍の内視鏡的切除手術を時間をかけて見させていただきました。みなさん気さくに接

してもらえて過ごしやすかったです。 

○今回はほぼ処置がなく残念だった。 

【産婦人科】 

○病棟の雰囲気がわかりよかったです。 

○研修医の先生とたくさんお話しできてとてもよかったです。一番興味のある科なので、また見学に来

たいです。 

○先生方に病棟業務や外来や施設などについて教えて頂き、とても楽しく見学させて頂きました。 

○産婦人科では、色々研修内容だけでなく丁寧に産婦人科の知識について教えていただきました。 

○科の雰囲気などよくわかりました。 

【皮膚科】 

○手術を２つ見学させていただきました。初めて手術を見ましたが、麻酔で使う薬などのことも教えて

いただき、勉強になりました。 

○研修医の先生とたくさんお話しできてとてもよかったです。一番興味のある科なので、また見学に来

たいです。 

【肝臓内科】 

○満足できました。主義もしっかり見学できました。 

【放射線科】 

○治療、ＣＴ、ＭＲＩ、アンギオなど丁寧に説明していただきました。 

【脳神経外科】 

○とても丁寧に患者さんの説明から治療のことまでお話いただきました。 

 

★当直見学★ 

○先生が気さくで、医療センターの様々な面を教えていただきました。 

○初の当直見学でしたが、研修医がどのように患者さんの対応をしているのか、また指導医の先生にア

ドバイスをもらう様子など、2年後の自分を想像しながら見学できてよかったです。 

○救急体制や研修医の先生の仕事内容がある程度わかりました。研修医の先生が落ち着いて対応されて

いて、驚きました。 

○結構患者さんが来ていて、ちゃんと指導医との連携がとれていてよかった。 

○復習の時間がとても勉強になりました。 

○研修医の先生がテキパキ働かれていてかっこよかったです。 

○判断に苦慮することが多く、今後の勉強の励みになった。 

○外科当直を見学させていただきました。患者さんがあまり来なかったので少し残念でした。 

 

★研修医とのランチタイム★ 

○病棟を回りながらでは聞きにくいような話までゆっくりとお話しできてよかったです。 

○素のお話が聞けて良かったです。 



 

 
 

 

○先生方の雰囲気もよく、いろいろな話を聞けて良かったです。 

○研修医の先生方の背景や、これからどのようなビジョンを見すえて医師の道を歩いているのかお話を

聞かせていただきました。 

○様々なジャンルの話をして頂き、大変参考になりました。 

○とても優しくしていただき、質問などにもいろいろと答えてくださって、参考になりました。 

○いろいろなお話が聞けて楽しかったです。(４) 

○おいしかったです。 

○プログラム全体の仕事量、夜間の当直体制、マッチング、同期との雰囲気など様々なことを話すこと

ができ、とても充実した時間でした。 

○研修医の先生の生の声を聞くことができた。 

○とても楽しかったです。 

○緊張してしまってあまり先生に質問したりなどできませんでしたが、学生と研修医を同数程度で話す

場を与えてくださってありがたかったです。 

○研修内容やマッチングのことなどいろいろと伺うことができて、楽しくためになる時間でした。 

○研修医生活がどういうものであるか、また離島研修ではどのようなことをするかなどプライマリな対

応に対しても強くなれる病院であると感じました。 

○熱心に教えてくださり、ありがとうございます。 

○フランクな話ができてよかったです。 

○もう少し時間があればよかったです。 

○たった一人の自分のために、3人も研修医の方がついていただき、申し訳なかったです。リアルな情報

を聞くことができてよかったです。 

○会話が少ないように感じた 

○研修医の先生とフレンドリーに話せるよい機会だったと思います。 

○短い時間でしたが、とても充実していました。 

○お忙しい中、つかせていただき、ありがとうございました。専門医にコンサルトする流れなども実際

に体験できました。 

○実際にこの病院を選んだ理由などを聞くことができました。 

○研修医の先生方に研修について詳しく聞くことができよい機会になりました。 

○みなさん明るく楽しい病院のお話をして下さいました。 

○先生方の一日の様子や研修の事が直接お話できてとても良かったです。 

○研修先の話をきけて有意義でした。 

○先生方が生き生きと研修されている雰囲気が伝わってきた。 

○沢山の研修医の先生とお話しができよかったです。研修医の先生方の仲良しな雰囲気がとてもよく感

じました。 

○仲の良さ、雰囲気の良さが伝わってきました。マッチングのポイント等もお聞きでき良かったです。 

○研修医の先生方に実際の話をお聞きできてよかったです。 

○先輩とのランチタイムだったので通常とは異なるかもしれませんが他の研修医の方も来られて色々な

話を聞かせて下さったのでとても楽しかったです。 



 

 
 

 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○研修医の同期が 20 名と多く、雰囲気はとてもよさそうでした。 

○研修医の先生がいきいきと研修している姿が印象的でした。 

○とても魅力的な病院だと思いました。 

○総合診療科と救急に力を入れているところがとても良いと思いました。 

○先生方や先輩方の熱意がすごく感じられ「ここで研修させてほしい！」という気持ちが強まりました。 

○研修内容や目標がしっかりしており、病院全体に教育的な雰囲気を感じました。 

○景色もよく、内装もきれいで、明るい印象でした。先生方も優しくしてくれて、あたたかい雰囲気だ

と思いました。 

○病院の全体の雰囲気を感じ取りに病院見学に来たが、研修医同士のつながりの強さを感じた。 

○研修したいなあと思いました。 

○研修医の先生たちが皆さん楽しそうに過ごされていたので、とても魅力的に感じました。 

○研修システム・雰囲気すべてが魅力的でした。 

○研修するにあたり、医師・看護師・事務の方々など、違う職種の方も和気あいあいで仕事をなさって

おり、とても働きやすい環境であることが伝わってきました。また、総合診療科などプライマリな対

応に対しても強くなれる病院であると感じました。 

○上級医の方がたえずそばにいらっしゃり、安心できる研修だと思いました。 

○東京にはない様々な初期対応が学べそうな印象を受けました。 

○先生方がとても優しく、指導体制もしっかりしているので、充実した研修ができそうです。 

○プライマリケアを重要としていることが自分の希望とマッチしていました。研修医の方もとても楽し

そうに研修されていて、自分も長崎医療センターで研修したいと思いました。 

○研修で力をつけるのによい病院だと思いました。 

○先生方が皆さん教育熱心で、大きな病院でありながらアットホームな雰囲気でした。ここでなら楽し

みながら勉強ができそうだと感じました。 

○研修医室の雰囲気がとてもよかったのが1番です。どの先生も話しかけてくださって嬉しかったです。 

○研修医の方が多く、また先生方も印象がよく、研修する病院としてとても良い病院だと感じました。 

○ぜひ研修したいと思う。（２） 

○マッチング、受けます！ 

○長崎県内での研修を考えているので、とても参考になりました。教育センターの方々の対応もとても

丁寧で助かりました。 

○同期の研修医も多く、熱心な先生方も多いため、研修する病院として理想的だと感じました。また、

設備も整っており、診療科も多く症例数も豊富なため、多くのことを学べると思いました。今回見学さ

せていただいたどの科も非常に雰囲気がよかったのも印象的でした。 

○ドクターヘリの特徴もあり魅力的な病院だったと思います。 

○研修医１人１人が自覚をもって手技・知識等を含めた臨床能力を学ぶにはとても良い病院だと思いま

した。 

○プライマリケアを重視したプログラム、熱心な指導体制は魅力的だと思う。 

○教育体制がしっかりしていると感じました。研修医の先生や指導医の先生がとても優しかったです。 



 

 
 

 

○とても雰囲気が良く、研修内容も充実しており、非常に良かったです。初めての病院見学だったので

すが、ここに来て良かったです。 

○雰囲気の良い病院だなと思った。 

○先生方の熱意や指導体制などとても良いなと感じました。 

○内科も救急もとても雰囲気が良く、非常に学びやすい環境だろうなと思いました。ただ、救急車が来

なかったので、研修医の方の救急車対応が見学できなかったのが残念です。 

 

★最後になんでもどうぞ！ 

○研修医の先生方も忙しいはずなのにとても丁寧に対応してくださってありがたかったです。とても充

実した見学になりました。ありがとうございました。 

○マッチングまでにまたもう一度見学に来たいです。 

○充実した見学をさせていただきました。また夏の病院見学に伺います！ありがとうございました。 

○今日見学させていただき、長崎医療センターの魅力が伝わってきました。また医療研修に興味のある

私にとってとて興味のわく研修プログラムでした。また見学させてください！ありがとうございました！ 

○丁寧に何でも教えてくださり、ありがとうございました。 

○2日間ありがとうございました！ 

○短い間でしたが、大変お世話になりました。医療センターのことがよくわかる 1 日でした。ありがと

うございました。 

○充実したサポートのもと、病院見学ができました。ありがとうございました。 

○教育センターの雰囲気がとても良かった！！ 

○必ず、試験を受けます。夏にもう一度見学に来て、マッチング気持ちをたかめたいと思います。 

○実際に見学させていただいて、ホームページだけでは分からないようなことも肌で感じることができ

て非常によい経験となりました。ありがとうございました。 

○神経内科の担当頂いた先生のテキパキさにあこがれました。 

○教育センターの方々の対応がとても丁寧で、居心地がよかったです。ありがとうございました。 

○とても良かったです。また来させていただきたいと思います。 

○まだ 4年生ですが、細かく説明していただきありがとうございました。またこれから、実習などをし、

働くイメージがしっかりしたときに、また見学に来させていただけますと幸いです。 

○また来たいなと思いました。 

○マッチングの内容についてもっと情報が入手できたならよかったと思います。 

○見学させていただき、本当にありがとうございました 

○また夏にもう少し時間をかけて見学に来たいです。その時はよろしくお願いします。 

○これからもっといろんな科を見学させていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○県外からの見学で不安も多かったのですが、あたたかく受け入れてくださりありがとうございました。 

○先生方に色々お話を聞けて見学に来て良かったです。またの機会もよろしくお願いします。 

○もう１度見学をしてみたいです。 

○研修医の先生方が仲良く生き生きと研修されている様子がよくわかりました。また大変勉強になりま

した。ありがとうございました。 



 

 
 

 

○１日楽しかったです。ありがとうございました。 

○ありがとうございました。１年勉強を積んでまた見学させていただきたいです。 

○先生方、皆さんに親切にして頂き、ありがとうございました！ 

○ありがとうございました。 

○今回みれなかった部分もあるのでぜひまた見学させていただきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。いろんな話を聞けてとてもためになりました。ありがとうざいました。 

○研修医の方もスタッフの方も皆さん気軽に声をかけて様々なことを指導して下さって本当にありがと

うございました。ドクターヘリに乗せて下さって、研修医の先生のとても熱い話が一番印象的でした！ 

 

 

 

みなさん、 

ありがとうございました！！ 


