
 

 
 

 

 

 

実施期間：平成 27 年 7 月 2 日～平成 27 年 9 月 4 日    参加学生数：  44 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   11 人 

③ 長崎医療センターブログ 4 人 

④ 研修関係のサイト       人 

⑤ 同級生          12 人 

⑥ 先輩・知人          21 人 

⑦ 新聞雑誌              人 

⑧ 合同説明会          10 人 

（九州医療センター・レジナビ・オール長崎） 

⑨ その他        4 人 

（学校掲示板・地元だから） 

 

                  

                           

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】 

○今回は 2度目の見学だったので、研修内容について確認することができました。 

○カリキュラムのお話が聞けて良かったです。説明もたとえを用いて分かりやすく解説していただけて

分かりやすかったです。少し時間が長かったようにも感じましたので、まとめても良いのかもしれませ

ん。 

○質問にも丁寧に答えていただきました。 

○質問もたくさんできて良かったです。 

○先日の説明会でも説明して頂きましたが、研修させて頂くとこんな立派な医師になれるのだと、自分

の将来像と重ねてワクワクしています。 

○途中、質問対応していただいて良かった。 

○時間、雰囲気、内容と全てがすばらしかったです。 

○自信を持って勧めていただいてよかったです。 

○長崎医療センターのことが良く分かりました。 

○よくまとまっていて、医療センターの特徴が分かりやすかったです。 

○医療センターと他の病院のちがいや、どのように研修先を考えていけばよいかを知ることができまし

た。 

○医療センターの研修医プログラムやドクターヘリ、病院について詳しく分かりやすく説明があってよ

かったです。 

○全体の内容がよくわかった。 

○研修医として身につけるべき力や医療センターで身につく力について教えていただき、今後の進路を

考える上ですごく参考になりました。 

○長崎医療センターの初期研修プログラムや研修理念に関して知る良い機会になりました。 

○研修プログラムや病院の魅力等が明確に表示されており、病院の求める研修医像が分かりやすかった

です。 

○今までにも説明をうけたことがあったが、プログラムの変更や専門医制度に関することなど変更点が

あり、わかりやすく説明していただけたし、常にプログラムを改善していっている良い印象を受けた。 
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○総診、救命救急などでの研修など、当院での研修における特色を教えていただき、わかりやすかった。 

○医療センターの研修の良い点が分かりやすかったです。 

○分かりやすく、雰囲気の良さが伝わってきました。 

○研修後の進路を知ることができてよかったです。 

○病院の詳しい話がよくまとめられていて、わかりやすかったです。ユルキャラもかわいらしかったで

す。 

○新専門医制度についても少し触れられていて参考になりました。 

○分かりやすかったです。 

○聞きたいことがほぼ全てスライド説明に盛り込まれており、とてもわかりやすかったです。 

○説明する所が簡単で分かりやすかったです。 

○雰囲気もよく、先生は丁寧に質問に答えて下さいました。 

★診療科見学★ 

【総合診療科】 

○特に処置の見学などはなかったが、2ヶ月の間で複数の科の疾患を診ることができて、確実に力になり

そうだと思った。実際に研修医の先生方は一人で 9人も担当しており、十分に鍛えられそうだと思った。 

○他科との連携が十分にとれていて、大学病院よりもっと近い位置にいるなあと感じました。 

○とても親切に教えて下さり、とても勉強になりました。また、指導医の先生の対応も、研修医となっ

てもこのような指導をいただけると思うと、とても良いと感じました。 

○先生方がお忙しい中患者さんについて説明して下さり、回診にも参加させて頂きました。 

○回診で患者さんを見ることができて良かった。 

○病棟の患者さんの回診に同行させてもらいました。現在の総合診療のあり方など教えていただきまし

た。研修医の先生ともたくさんお話できました。 

○指導医の先生がいろいろと説明してくださった。血培の様子も見ることができよかった。 

○大学の実習では見れないような診療を見ることができました。外来の様子なども見学できたらもっと

良かったと思います。 

○研修医の先生方が主体的に行動されている様子を拝見し、医療センターで研修をさせて頂きたいとい

う気持ちが強くなりました。 

○上級医の先生からはどういう患者さんが来るのかや治療をどこまでするのかなど細かいところまで丁

寧に説明していただけた。研修医の先生からはこの科の忙しさや雰囲気などを教えていただけてよかっ

た。 

○本日は忙しかったようで、様々な対応をしており、見学できて良かった。 

○“総合診療科とは”という基本的なことから、実際にどのような患者さんが入院されているのか臨床

的なことまで教えていただき、勉強になりました。 

○総診では、救急的な側面があることがわかりました。 

○普段とは違った、考え方を聞けて刺激になった。人に言われたことをそのまま受け入れていたので、

本当にそれが正しそうなのか自分の頭で考えないといけないと感じた。 

○ジェネラルとしての話を聞くことができて満足しました。 

○先生方はとても親切に対応して下さって、満足できる内容でした。スライド説明もあって良かったで



 

 
 

 

す。 

○上級医の先生がとても明るくて、いいなと思いました。2年目の先生が、いろんな質問に答えて下さい

ました。 

【救命救急センター】 

○設備がとても充実しており、働いてみたいと思いました。先生方にもとても丁寧に案内していただき

ました。 

○忙しそうではありましたが、科の雰囲気や流れはよく分かりました。 

○タイミング良くヘリが見れてよかったです。 

○施設、研修システムの説明等をていねいにして下さって良かったです。ドクターヘリの搬送も見れ、

良い経験になった。 

○救急の説明だけでなく、当直や研修医の 1 日まで教えてもらえて、先生方がとても親切でたくさん見

学できました。ドクターヘリのヘリポートまで迎えに行き、そこからの対応も見れたので、救急の現場

がとても分かりました。 

○救急患者に対する処置を見学し救命センターの雰囲気を味わえたとともに実際にドクターヘリに乗る

ことができてとても充実できました。 

○スタッフの皆さんの仲が非常によいように感じた。カンファレンスにも参加でき、考え方などまで指

導していただける雰囲気があった。 

○Aラインなどの手技や、ふだんの研修医の仕事内容を見ることができ、良かった。 

○救命の中でもベッドごとに緊急度がちがったり、ヘリで運ばれた際の対応も説明していただいたりし

て、勉強になりました。 

○救急の対応や、仕組みがよく分かりました。 

○良かったですが平和でした。 

○患者さんというよりは研修医の先生とたくさんお話できて、今後の進路を考える上でとても参考にな

りました。 

○指導医の先生が説明して下さって分かりやすかったです。また研修医の先生が病院内を案内して下さ

り、研修医の先生のお話が聞けてとても参考になりました。 

○大変満足。とても勉強になりました。先生方、ありがとうございました。 

【小児科】 

○NICU が充実していた点と、ほんとうに多岐にわたる症例があって勉強になりそうだと思いました。 

○小児病棟だけでなく、NICU も見学させて頂き、カイザーにも連れて行ってもらいよかったです。 

○小児の先生方がとても優しく、色々な説明をして下さりよかったです。小児科だけでなく、今回見学

できなかった産婦人科も案内して下さり、色々な質問や要望に応えて下さりありがとうございました。

NICU も長大と違ったところをたくさん見れてよかったです。 

○病棟、NICU を見せていただき、大学でみる疾患以外の患者さんを見学できてよかったです。先生から

も貴重なお話をきかせていただき、刺激をうけました。 

○病棟、診察室、NICU を見せていただいて、雰囲気が良かったです。 

○診察の際、真剣にされていたのが印象的でした。 

 



 

 
 

 

【形成外科】 

○とても繊細なオペでしたが、無駄がなくスピーディーな手技をされていて感銘を受けました。夜には

看護師さんとの飲み会に参加させていただき、楽しい雰囲気を味わうことができました。 

○口唇口蓋裂などの手術に興味があると言ったら、その患者さんの経過を見させていただきとても勉強

になりました。 

○手術に実際に入らせてもらって、丁寧に説明してもらいました。 

【麻酔科】 

○１つ１つの手技に対して、理論をもって説明していただき、とても勉強になりました。アナフィラキ

シーにも素晴しいチームワークで迅速に応じていらっしゃいました。 

○雰囲気がとても良くて、上の先生方への相談もやりやすそうな印象を受けた。 

【呼吸器内科】 

○内視鏡検査を 2件見ることができてよかった。研修医の先生方や指導医の先生も教育的だった。 

○感染症にも興味があったので、ちょうどコンサルトの仕事を見ることが出来、良かったです。指導医・

研修医それぞれどちらの先生方も親身に教えていただきました。 

○実際に診察させて下さったり、新患の説明にも立ち会わせて頂いたりして、勉強になった。 

○たくさんのことを教えて頂けて、これからのモチベーションにつながりました。 

○研修医の先生に付くことで呼吸器内科研修の流れを見ることができました。また、先生がルートの取

り方などを教えて下さり、実際に取らせていただける機会もいただきました。初めてルートをとること

ができ本当に貴重な体験をすることができました。ありがとうございました。 

○採血の練習をさせていただき、研修の様子もおしえていただけて良かったです。 

【産婦人科】 

○とてもていねいに説明してもらって良かった。指導医の先生が本当に丁寧に説明して下さってありが

たかった。 

○病棟説明に加えてカンファレンスにも参加しました。お産にも立ち会わせていただき、印象深い見学

になりました。 

【外科】 

○今回は手術に手洗いして参加させて頂きました。研修医の先生にも丁寧に患者さんについて説明して

頂き、手術を見学していて理解が深まりました。 

○研修医の先生が楽しそうに充実している姿が印象的でした。 

○手伝わせていただき、手術の雰囲気が伝わってきました。 

【病理】 

○雰囲気も良く、質問にも詳しく答えてもらったので良かった。 

○市中と大学の病理の違いや、剖検の数等を知れて研修先を決める良い見学になった。 

【脳神経外科】 

○指導医の先生にとても熱く教えて頂きました。 

○とても丁寧に説明して下さって、手技も少しさせていただきました。最後に資料も頂いて、本当にお

忙しい中ありがとうございました。 

 



 

 
 

 

【心臓血管外科】 

○ASD の手術は初めてだったのでよかったです。先生がずっと付きっきりで教えてくれました。 

【消化管内科】 

○内視鏡室での手技や病棟での仕事を見させて頂くことができました。研修医の先生方がどのようなこ

とをされているのか見ることができて参考になりました。 

○内視鏡のデモ機を触らせていただいて、難しさがわかりました。研修医の先生が検査説明や病棟説明

を丁寧にしていただいてとてもわかりやすかったです。先生方がとてもやさしく指導してくださったの

で楽しく見学できました。 

○大学で見れなかった手技をちょうど見せてもらうことができ、勉強になりました。 

【腎臓内科】 

○疾患についてや電解質異常について教えていただいて勉強になりました。透析室、手術室でも見学さ

せていただけてよかったです。 

【神経内科】 

○多くの所を回らせていただき、満足できる内容だった。 

○とてもいい雰囲気で、飲み物もおごっていただき楽しく、いろいろな症例を見ることができました。 

【血液内科】 

○病棟の設備や血液検査室を見学させて頂いたり、実際に回診に同行させて頂いたり、採血実習をさせ

て頂いたりして、とても充実した病院見学をさせて頂きました。 

【肝臓内科】 

○診療だけでなく研究も盛んであるということで、研究センターの方まで案内していただいた。研修を

うけるのにはあまり関係ないかもしれないが、非常におもしろかった。 

【循環器内科】 

○手技を見せていただいて良かったです。 

○カテ中に説明を病院の雰囲気についても教えていただき楽しめました。 

【放射線科】 

○対応してくれた先生が、上の先生で緊張したが、丁寧に指導してくれた。 

○放射線科の仕事を見ることができとてもよかったです。また、先生のいろいろなお話を聞くことがで

き、研修の意義を再確認することができました。本当にありがとうございました。 

★夜間研修見学★ 

○3ヶ月目の研修医の先生でも、バリバリ仕事が出来ているのを見て、本当に成長できる研修なのだと感

じました。指導医の先生方も忙しい中多くの症例にたいするフィードバックをくださり、とても良かっ

たです。 

○問診や簡単な診療をさせてもらったり、研修医の先生がどのようなことを行っているかわかりました。 

○とても熱心に教えて下さいました。 

○研修医の先生がどのように対応をされるのか、近くで見ることができて大変良い経験になりました。 

○研修医の先生から説明をして下さり、ただ見てるだけでなく充実した見学でした。17～21 時で救急車

4 台、walk in5 人とたくさんの救外を見れて、そしてその対応を近くで学べてよかったです。研修医 1

人でやるだけでなく、上の先生からのフォローアップが毎回あり、とても良いなと思いました。 



 

 
 

 

○忙しい中、研修医や指導医の先生方に熱心に指導して頂いてありがたかったです。 

○初めて心肺蘇生の胸骨圧迫をしました。見学ではなかなかできないと思い良い経験になりました。 

○ファーストタッチが研修医の先生なので、実際にどうアプローチすれば良いのか見学できたのがよか

ったです。 

○夜間対応がどのような対応されているか、研修の様子が分かりました。 

○何もなかったです。 

○件数は多くありませんでしたが、興味深い患者さんもおり面白かったです。研修医の先生が積極的に

動いて問診・所見を取られており、指導医の先生もアドバイスなどサポートをされていて教育的だなと

感じました。 

○現場の雰囲気がよくわかった。指導医・研修医もとても丁寧に教えて下さりとても充実した実習でし

た。 

○研修医の先生が、とても謙虚で好感が持てました。指導医の先生も患者さんにとても丁寧に説明され

て、勉強になりました。 

★研修医とのランチタイム★ 

○研修について、またマッチングについて詳しく教えてくださいました。参考になるお話を聞けて良か

ったです。 

○実際に研修医の先生方からここに決めた理由を聞くことができてよかった。また、雰囲気の良い先生

方ばかりで、働きやすそうな印象を受けた。 

○いろんな話ができて良かったです。 

○研修医の方々の雰囲気を見ることが出来、とても良いと思いました。 

○和やかな雰囲気で色々と質問しやすかったです。 

○楽しく会話できて研修して働いたときの 2年目の先生の雰囲気が知れて良かった。 

○気さくに楽しくお話させて頂きました。先生方の普段の様子を詳しく教えて頂き楽しい時間を過ごさ

せてもらいました。 

○先生同士仲良しで雰囲気も良く楽しかった。 

○二人とも知り合いだったので、久しぶりにお話ができて有意義でした。 

○いろいろと本音と聞かせて下さいました。 

○いろいろな話を聞くことができてよかったです。 

○色々と教えていただけました。 

○研修医の先生がどんな風に研修先を決められたかや、どのように研修されているのかを伺うことがで

きてよかったです。 

○研修医の先生 4 名と、途中一緒になった救急の研修医 3 名の先生方とランチしながら、色々きさくに

質問できたのでよかったです。分からないことや知りたいことがとても聞きやすかったです。 

○研修医の先生から病院の長所、短所を教えていただいた。 

○出身大学の先輩方でとても話しやすかったです。研修医としての生活スタイルも教えてもらって、み

んなでワイワイできるということでとても楽しそうでした。 

○先生たちの赤裸々なお話をたくさん聞くことができて面白かったです。食堂が開放的でご飯もとても

美味しかったです。 



 

 
 

 

○研修医の先生方の生の声を聞けてとても参考になりました。 

○研修医の先生に優しく対応して頂き、また、実際の研修の様子について教えて頂き、大変感謝してお

ります。 

○研修医の先生方にいろいろ質問できて非常によかったです。いろいろアドバイスもしていただいて心

強く思いました。 

○当院での研修で感じたことなど、ざっくばらんにお話でき、大変よかった。 

○リアルな研修の感想が聞けて良かったです。 

○研修のアドバイスや医療センターへの感想など色々な話を聞かせていただいて、勉強になりました。 

○研修医の方が色々なお話をしてくださったので、身近に考えることができました。 

○もっといろいろなことを聞いたらよかったなと少し後悔しています。先生方はどんな質問にも気さく

に答えて下さって嬉しかったです。 

○研修の先生達に率直な意見を聞けた。 

○良かったですが、前に食事会などがあり、二回目でした。 

○1年目、2年目それぞれの目線からのお話を聞くことができ楽しかったです。 

○気さくに話して下さり、楽しかったです。 

○研修医の先生に間近でいろいろなお話を聞くことができ、とても良かったです。 

○聞きたいことを聞ける時間が十分あり、また雰囲気も伝わってきたので、とてもありがたかったです。 

○いろんなお話をお聞きすることができて、良かったです。 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○先生方だけでなく、スタッフさんたちの雰囲気がとても良く、働きやすい病院だと感じました。また、

みなさんのプロ意識が高く、研修する中で影響を受け、成長できそうだと思いました。 

○総合診療科が特に良かった。今回、救急の見学はできなかったが、次回改めて見学に来るつもり。 

○総合診療、救急、小児科など、自分の興味のある科にとても長けていたし、患者さんとの距離が近く

てすてきな関係だと思いました。長崎弁で和みました。 

○自分としては、忙しすぎず楽すぎず、指導もしっかりしたバランスの良い病院だと思いました。 

○先生方が優しく、熱心で研修先として大変魅力的です。全ての診療科がまんべんなく揃っている所も

とても良いと思いました。 

○熱心に指導して下さる先生方が多くいい印象だった。 

○ぜひ貴院で研修させて頂きたいと考えています。自分のやる気があれば、どこまででも熱血に指導し

てくださる先生がいらっしゃる印象です。 

○多彩な症例が集まり、指導医の先生方、研修医の先生も熱心に教えて下さる教育的な病院だと感じた。 

○教育に力を入れていることが伝わりました。 

○ぜひ研修したいと思いました。 

○自分のやりたいことが学べそうだと感じました。 

○教育の面でも良い病院だと思いました。研修医の先生が色々な手技をされている印象を持ちました。 

○当直のシステムや内容がとても良いなと思いました！先生方もとても優しいだけでなく、しっかりと

勉強やフォローアップもして下さり、学びたいことができる病院だなと思いました。研修医の先生方も

多く、仲良く刺激し合ってる姿がとてもいいなと思いました。 



 

 
 

 

○全体的にきれいな印象をうけた。実習内容もバランスが良いようだった。 

○設備もそろっていて、指導医の先生方もよく教えてくれるとのことでとてもいい病院だと思いました。

研修医ができる手技も多くあり経験がつめていいと思いました。 

○ジェネラリストを育てる、という姿勢がとても良いなと思いました！ 

○指導医や研修 2年目の先生方が熱心に指導していたとともに病院の雰囲気が良いと思いました。 

○研修医の先生がとても生き生きと働かれていて魅力的な病院だなという印象が強まりました。1日あり

がとうございました。 

○プログラムの見直しや新しくなる新専門医制度に向けての取り組みがあることを知ることができ、研

修医のことをよく考えている病院だと思いました。 

○研修医の先生同士の仲がよく、相談したりしながら、手技もサポートし合ったり、とても良いと思っ

た。 

○研修医の先輩方が充実していると自身を持っておっしゃっていて、非常に好印象でした。 

○基礎となる部分をしっかりと学べそうで良いなと思いました。 

○研修している方とお話ができて病院の様子がよく分かりました。 

○雰囲気もよく、楽しそうだなと思いました。 

○元々、救急や総診に興味があり、病院の様子も良いものを感じました。 

○研修医の先生がいきいきされており、どのようにこの病院を選ばれたか、今どう思っているかなど詳

しく聞かせていただいてとてもいい雰囲気で研修されているのだなと感じました。 

○今回見学して、初めて詳しく分かったのですが、とても研修するには良い病院だと思いました。 

○初期研修を行う病院として、本当に申し分ないすばらしい病院だと思います。 

○思ったよりも雰囲気がよくて、すごくひかれました。 

○雰囲気が良く、アットホームでどの先生も教育センターの方も優しかったです。また、教育的な所が

本当に良く、ここで頑張りたいと思いました。友人にも勧めました！！ 

★最後になんでもどうぞ！ 

○今回は 2 度目の見学でしたが、改めて来て本当に良かったです。特にキャラの濃い先生方とお話でき

て、印象に残る体験になりました。教育センターの方々も温くて、ぜひこちらで研修したいと思いまし

た。 

○医療センターを受験しようと思うので、よろしくお願い致します。 

○一日半お世話になりました。また、機会があればよろしくお願いします。 

○地域に根付いている感があって本当にすてきな病院だと思いました。先生方もお忙しい中、お世話に

なりました。今後もまたお世話になる機会があると思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

○楽しい病院見学でした。貴重なお時間をさいて指導して下さった先生方、細やかなお心づかいで温か

く迎えて下さったスタッフの方々に感謝申し上げます。大変お世話になりました。 

○研修の様子を見学することが出来、予想していたよりずっと良い研修先だと感じました。ありがとう

ございました。 

○何度も見学に来てすみません。自分が 2 年間でやりたいこと、しっかりした印象像がはっきりわかり

ました。ありがとうございました。 

○内科専門医に向けて病院のとり組みなどを聞けたら良かったです。 



 

 
 

 

○２日間ありがとうございました。 

○マッチングよろしくお願いします！ 

○ありがとうございました！ 

○受けようと思います。 

○2日間どうもありがとうございました。 

○とても充実していました。ありがとうございました。 

○1日見学させていただいてありがとうございました。次回は 2日間かけてもっと多くの科を見学させて

いただければと思います。よろしくお願い致します。 

○1日と短い時間でしたが、救急の現場、研修医の当直、病棟の雰囲気、大学病院では見れない超未熟児

もいる大きな NICU などたくさん見学することができ、とても充実できました！先生方も質問したらたく

さん答えてくださり、病院の魅力をたくさん知ることができた病院見学でした。ありがとうございまし

た。 

○今度はぜひ救急を見学させていただきたいです。 

○思っていたよりも先生がゆるっとして雰囲気でとてもやりやすかったです。質問にもたくさん答えて

下さって、短い間でしたがとても濃い一日でした。また機会があれば見学に参加したいです。 

○本日はありがとうございました。 

○また別の診療科も見学できたらしたいと思っているので、その時はよろしくお願いします。 

○研修医の先生方だけでも 10 名程とお話することができ、とても良かったです。 

○ありがとうございました。実際、研修等でまたお世話になると思います。よろしくお願いします。 

○ありがとうございました。 

○夜間の見学にもまた来たいです。 

○見学させていただきありがとうございます。またうかがうと思うので、よろしくお願いします。 

○研修でお世話になると思いますので、その際はよろしくお願いします。 

○先生方、スタッフのみなさんが親切にしてくださり、とても有意義な見学をすることができました。

また、他の診療科を見に来たいと思います。ありがとうございました。 

○先生方がたくさん説明やお話をして下さり、とても充実した見学となりました。1日ありがとうござい

ました。 

○総診と救命センターも見学したいのでまた来たいと思います。 

○お忙しい所、お時間さいていただいてありがとうございました。思っていたよりも多くのことを質問

できてよかったです。 

○思った以上にいい病院でしたし、こんな自分でも貴院のマッチングの受験を勧めて下さって、とても

うれしかったです。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！！ 


