
 

 

 

 

 

実施期間：平成 28 年 2 月 22 日～平成 28 年 3 月 30 日     参加学生数：  46 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・・・・・・・・14 人 

③ 長崎医療センターブログ・・・・・3 人 

④ 研修関係のサイト（レジナビ）・・1 人 

⑤ 同級生・・・・・・・・・・・・・16 人 

⑥ 先輩・知人・・・・・・・・・・・19 人 

⑦ 新聞雑誌・・・・・・・・・・・・・人 

⑧ 合同説明会・・・・・・・・・・・5 人 

⑨ その他・・・・・・・・・・・・・3 人（患者として・長崎出身・大学に見学案内が届いた） 

 

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】 

○質問にも快く答えていただき、知りたいことが知れてよかったです。 

○質問を 1 人 1 人うけていただき、説明もとても分かりやすかったです。 

○丁寧で分かりやすかったです。 

○ちょうどよかった。 

○時間も調度良く、内容も良かった。 

○脅威体制が充実した研修プログラムであることがとても分かりやすかったです。 

○長崎医療センターの特色を簡単に説明して下さり、ありがとうございました。 

○全体的な理念が特に響いた。40 年の実績や熱心な指導が受けられるのは、研修先としてもとても魅力的だ

と思った。 

○詳しく、分かりやすかったです。質問にも丁寧に答えて頂きました。 

○スライドの長さ、雰囲気が丁度良かったです。贅沢ですがスライドを印刷したものがあると、メモが取りや

すかったと思います。 

○分かりやすかったです。 

○1 つ 1 つのスライドを詳しく説明して頂き、長崎医療センターのことがよくわかりました。 

○分かりやすかった。 

○詳しいお話しして頂けたのでわかりやすかったです。 

○ミニ説明会でも聞いていたので、重ねてよく理解できた。 

○総合診療科の研修プログラムがあるのが興味深いと思いました。 

○分かりやすかったです。時間が押していたのが残念でした。 

○医療センターの勉力がつまったものでした。 

○長かった。 
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○長崎医療センターが教育を熱心にされているということがわかりました。 

○とても丁寧に説明していただき、詳しい内容がわかった。 

○研修内容などが学生が知りたい点がスライドで示して手元にレジュメもいただけたのでとてもわかりやす

かった。 

○先生の説明がわかりやすく雰囲気もよかった。 

○時間も内容も良かったです。 

○大変分かりやすかったです。 

○長崎医療センターの魅力が分かりやすかったです。 

○分かりやすかったです。新専門医制度に対する説明も参考になりました。 

○研修プログラムについて非常によく分かりました。 

○内科をどのようにまわるか、よくわからなかったので説明を聞いてすっきりしました。 

○マッチングについての質問にも丁寧に答えていただき、ためになりました。 

○時間もちょうどよかった。研修内容が短く分かりやすくまとまっていたので、この病院のことがよくわかっ

た。 

★診療科見学★ 

【総合診療科】 

○病棟・外来業務を見学させていただき、指導医・研修医それぞれの動きを知れてよかったです。 

○総合病院で総合診療科がしっかり確立している病院は珍しいので、良さが見れて良かった。 

○大学病院以外の総合診療科の見学が今回初めてでした。大学病院とは違い、専門の先生たちも加わり急性期

から緩和までとても広い分野をカバーされていてとても驚きました。社会的側面を含めて患者さんをサポー

トすることの出来ることに魅力を感じました。 

○総合診療科の特徴や扱う疾患について説明していただき、大学の総診との違いを知ることが出来ました。研

修医の先生には色々な研修の実際の様子を教えていただきました。 

○病院の中の総診の占める割合が大きいのが様々なメリットを生み出していると思った。総診に力を入れてお

られるので、研修医で修得すべき総合的な診療能力を鍛えるには最高の環境ではないかと思った。 

○総合診療科のイメージが、ぼんやりしていたのですが、スライドを使って解説していただき病棟の見学・実

習をさせていただいて、とても勉強になる診療科であるとわかりました。 

○指導医の先生から総合診療科について説明して頂いたり、研修医の先生からカルテを使った説明をしていた

だきました。途中からしか見られなかった朝のカンファを初めから見学したかったです。 

○回診のカンフャを見学させて頂いて、様々な疾患の症例を学ぶことができた。 

○分からない事や診察などもさせていただけたのでとても勉強になりました。 

○ファ医学とは異なって、様々な科の患者が入院しており総診がよく分かった。 

○一緒に回診、病棟をまわらせていただき、特色が分かりました。 

○研修医の先生方がどのように働いているのかを実際に見ることができてよかった。上級医も先生が指導して

いる様子も見れてよかった。 

○患者さんの説明や診察をさせていただき、充実していました。 

○外来の様子や入院患者さんについてもいろいろと教えて頂き、勉強になりました。 

○研修医の先生に総合診療科について教えて頂きました。ありがたかったです。 



 

 

 

○研修医の先生と、どういう雰囲気か仕事の内容について、また一緒に病態を考えることができて、とても充

実した時間を過ごすことができました。 

○先生と実際に患者さんの診察がができて、ためになりました。 

○総診が有名で、一度見学をと思い今回選びましたが、うわさ通りの良さで総診の面白さがわかって良かった

です。 

【救命救急センター】 

○とても話しやすい先生方で、これまでの症例などについてもお話ししていただき、参考になりました。 

○1 次～3 次まで、そして、Dｒヘリまでかんびしており、よい研修ができると思った。 

○丁寧にいろいろと教えてもらえた。 

○研修医の先生が丁寧に教えてくれて、すごく良かった。救急の雰囲気をなんとなく感じることができてため

になった。 

○研修医の先生や、スタッフの先生と多く話すことができました。ドクターヘリの受け入れも見学することが

出来て良かったです。 

○HCU の見学だけでなく、ドクターヘリの見学もさせて頂き良い経験になりました。 

○ドクターヘリの見学、および気管切開の見学をさせて頂いた。先生方には研修の様子や手技の説明などして

頂いてとても勉強になった。 

○丁度患者さんが多い時間でしたが、忙しい中でも、丁寧に説明して頂きました。 

○研修医の人がどのような生活をしているのかを知ることができた。 

○ドクターヘリを見たかったです。初療を見学できなかったので見学したかったです。 

○全てにおいてかなり楽しい実習でした。勉強になりました。ありがとうございました。 

○ドクターヘリの中を見せてもらえて楽しかったです。 

○見学で三次まで見ることができたのが初めてだったので、先生や看護師の動きがよく分かった。 

○施設見学も含め、研修医の先生方にお話しも聞けて良かったです。 

○忙しそうだった。ヘリが見れて良かった。 

○指導医の先生、研修医の先生共に親切に教えて頂き感謝しています。 

○ドクターヘリの見学ができ、貴重な機会をつくっていただけた。研修医の先生からいろいろな話を聞くこと

ができた。先生が実際に対応・処置をしているところが見れたらもっと良かった。 

○実際の業務内容や研修医の姿を見ることができ、研修内容を知ることができた。ハードそうな現場だと思う

が、雰囲気は良く、楽しそうな職場だなと思った。 

○先生がお忙しそうで、あまり説明はうけれませんでした。ヘリに乗れたのは良かったです。 

○現場を間近でみることができ、カンファレンスにも参加させていただいて、楽しかったです。 

○研修医の先生の仕事や、やらせてもらえる雰囲気など説明してもらえて参考になりました。またヘリコプタ

ーも見れてよかったです。 

○ドクターヘリに乗れてとても興奮しました。研修医の先生がどんな仕事をされているか知れてよかったです。 

○指導医の先生や研修医の先生に、救命救急科の説明を詳しく教えて頂きました。また、ドクヘリに乗せても

らったり、脳出血の休館の患者さんへの対応の場に立ち会わせて頂いて、貴重な経験ができました。 

【外科科】 

○多くのことを教えていただきました。勉強になりました。 



 

 

 

○指導医が細かな説明も加えながらオペの見学させてもらえて楽しかった。 

○指導医の先生、研修医の先生共に親切に教えて頂き感謝しています。術野にも入れていだ差ってありがとう

ございました。 

○病院の説明や手術に対する説明など丁寧にしていただき分かりやすかったです。 

【産婦人科】 

○家庭医が産婦人科診療をすることに理解のある先生方が多く、とても雰囲気が良かったです。 

○主に外来を見学させていただいた。コルポスコピーや胎児エコーが主だった。レジデントの先生がメインで

診て、何かあれば上級医の先生に気軽に相談できる環境が魅力的だった。 

○主に外来見学をさせていただきました。先生方や看護師さんも優しく、病院での初期研修についても教えて

頂き、とてもためになりました。 

○長崎医療センターでの産婦人科について特有なこと、持ち味など沢山お話しいただき、医療センターでの研

修の思いを強くいたしました。プライベートな事も含めて今後の人生設計について具体的なアドバイスもい

ただきありがたかったです。研修医の先生の発表も聞けてとても勉強になりました。 

○新専門医制度のことなど詳しく教えて頂けて、エコーもさせて頂いて楽しかったです。 

○当日あまり症例が多くなく少し残念でしたが、先生方にはとても良くして頂きました。 

○先生方がやさしくて、とても魅力的だった。経膣分娩も見れてよかった。 

○先生方がとても優しく解説して下さり、質問もしやすい雰囲気だったので満足できた。 

○この病院独特な周産期医療のあり方がどういった研修になるかを聞くことができて良かった。先生方が皆優

しく接して下さり、雰囲気の良い科だと思った。 

○非常に話しやすい雰囲気だと思います。先生方は今後の人生設計にプランや働き方について、親身に相談に

乗って下さって、本当に楽しく、充実した時間を送れました。 

○たくさんお話させて頂いて、勉強になりました。すごく楽しかったです。 

【小児科】 

○病棟、NICU など指導医の先生がじっくり解説してくださり、更に興味がわきました。時間があれば外来や

処置も見たかったなと思いまうす。 

○研修医・上級医の先生方が、忙しい中説明や質問に答えてくれたりと丁寧だった。 

○循環器と NICU をまわっただけですが、1 次～3 次まで豊富で良いなとおもいました。NICU は先生も温か

く、本当に好印象でした。 

○小児科のやりがいを熱く語って頂き、あらためて小児医療の魅力を感じました。また、お忙しい中ご好意で

病院案内もして頂きとても充実した時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 

○小児科、NICU どちらの説明もたくさんしていただきました。研修医のやりたいことによって柔軟にプログ

ラムを変えていただけるという説明を聞けたことが良かったです。 

○雰囲気もよく、よくして頂きました。 

○病棟、NICU 共に見せていただいて、とても良い勉強になりました。 

【血液内科】  

○骨髄穿刺の見学をさせていただいたり、採血の練習をさせてもらえ、非常にありがたかったです。 

【循環器内科】 

○システムだけでなく、医学知識も学ぶことができた。 



 

 

 

○指導医・レジデントの先生の話をたくさん聞くことができてよかった。 

○CAG を 2 回も見学することができ、循環器でどんな手技が行われているかを学ぶことができた。 

○できればカテ治療を間近で見たいと思いました。 

○研修医の先生のお話しを沢山聞くことができ、大変参考になりました。 

【脳神経外科】 

○指導医の先生方が本当に優しくかつ教育熱心、かつ自分たちの研究にも熱心だったのが良かったです。小児

のてんかんの患者も多くて、長崎医療センターの脳外科にはとても研修したいなと思いました。 

○指導医の先生に脳外科について親切にあつく教えて頂き、脳神経外科への興味が強くなりました。 

○次はオペ見学もしてみたいと思いました。 

【腎臓内科】 

○施設や病棟なども見せていただきました。先生方はとても気さくに患者さんのことや私の質問にこたえてい

ただき、とても有意義に見学を行うことができました。研修に関する実際に知りたかったことについて全て

知ることができ、ありがたかったです。 

○外来、病棟を見学させていただき、研修医の先生がそういう風に働いているのかがよくわかりました。 

【神経内科】 

○病院のこと以外たくさん山教えて下さって、将来について考えることができました。知らないことも知れて

おもしろかったです。 

【呼吸器内科】 

○気管支鏡の検査日で病棟が見れなかったので「4」になりましたが、先生方の対応や雰囲気などすごくよく

て、楽しそうな現場でした。 

★夜間研修見学★ 

○研修医の先生が丁寧に説明してくれた。患者対応も大変勉強になった。 

○CPA の患者さんが来て一緒に心臓マッサージに参加させて頂き、CPA の時の対応なども研修医の先生から

教えて頂きとても勉強になりました。 

○研修医の先生と色々お話しできて良かったです。 

○症例は鼻出血の患者さんと、魚の骨がささったお子さんの 2 例でそれほど緊急の症例にはあたりませんで

したが、一緒についた研修医の先生に色々と教えていただき大変勉強になりました。 

○研修医がフャーストタッチを行い、その後のバックアップ体制が整っている印象を受けた。お忙しい中、指

導して頂けてありがたかた。 

○研修医の先生方がどのように当直に入られているかや指導医の先生方のバックアップ体制など、しっかりさ

れている姿を見ることができました。 

○救急車の対応と walk in の対応の両方が見れたので良かったです。 

○多くに患者が来たので、研修医がどんなファーストタッチをしているのかを知ることができた。 

○当直の流れを見学できてよかったです。 

○研修医の先生方が気を使って下さり、説明を受けながら回ることができたのでとても満足した。 

○担当研修医の先生ありがとうございました。 

○研修医の仕事の様子をみれましたし、説明も受けれたのでよかったです。 

○処置なども実際に手伝わせていただいて、当直の実際を知ることができました。ありがとうございました。 



 

 

 

○基本的な胸写の読み方や、心電図のことを教えて頂き勉強になりました。考え方や問診のとり方など参考に

なりました。 

★研修医とのランチタイム★ 

○1 年次を修了された先生に感想や現状を気軽に聞くことができいい機会をいただきました。皆さん優しく話

しやすい雰囲気で、研修医としての生活のイメージがわきやすくなったと思います。 

○先生方がとても話しやすく、何にでも質問することができました。 

○お忙しい中、丁寧に相談に乗って頂けた。 

○学生に近い立場の人の話を聞くことができとても参考になった。 

○研修医の先生の普段の過ごし方など、どのような生活をしているのかを気軽に聞くことができてよかった。 

○研修内容のことや今後の進路、また受験の内容などざっくばらんにたくさんお話しして頂きとても楽しかっ

たです。 

○長崎医療センターの良いところ、少し不満なところなどくったくのない意見を聞かせて頂き、大変参考にな

りました。 

○研修生活における様々な事柄を聞くことができて有意義な時間だった。 

○初期研修について、どんな視点で病院を選択するのが良いかなど、楽しくお話しさせていただきました。 

○綺麗な景色のなかで昼食がとれてよかったです。これまでの見学で研修医の先生と話す機会がなかったので

貴重な時間をありがとうございます。 

○マッチング試験の内容など、普段は聞きにくいことを聞けるタイミングでありがたかったです。 

○なぜここでけんしゅうすることを決めたのか、などについて教えてもらった。 

○長崎医療センターのいいところ、あまりよくないところなどを聞いたり、普段の生活についても聞くことが

でき、有意義でした。 

○明るい先生方との食事は楽しかったです。大村湾はキレイでした。 

○いっぱい聞きたかったことが聞けました。 

○時間は短いが、この病院に鍵田内お話しを聞くことができたので、とても良かった。 

○先生方の志望動機を伺うことができたので良かったと思います。 

○様々な話が聞けてとても参考になりまいた。 

○とても楽しかったです 

○多くのことを教えてもらってよかった。 

○これからの進路についてや他病院と比較した時の長所・短所を教えて下さって勉強になりました。 

○研修医にも全般的な話を聞くことができてよかった。食堂の食事もとてもおいしかったです。 

○3 人の先生方からそれぞれ意見をうかがえたので様々な面から医療センターの良い点・大変な点を知ること

ができた。 

○色々なお話しを聞けましたし、研修医同士の仲の良さも伺えました。 

○研修医の先生方の生の声を聞くことができて良かった。 

○マッチングのことや研修制度についてもうかがうことができ、楽しかったです。 

○医療センターの特徴などについて分かりやすかった。 

○研修医の働き方を知ることができ、良かったです。 

○先生の日々の過ごし方が良く分かり、今後の働き方に活かせるものだと思いました。もう少し時間がとれた



 

 

 

ら、もっと良かったのかなと思いました。 

○マッチングのことなど聞けて、また他の長崎の病院の話なども聞けてよかったです。 

○どのような研修か具体的なお話しを聞くことができて良かったです。 

○自分の出身大学の方とお話しさせて頂けたので、すごく良かった。 

○マッチングのことなど聞けて良かったです。先生方は皆さん楽しくて優しくてこんなふうになりたいなと思

いました。 

○いろいろな質問にも答えていただき、医療センターでの研修医の方々の生活について知ることができた。 

○先生同士の中の良さがすごく伝わってきて、仕事をする上で苦になることがなさそうだと思えた時間でした。 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○2 回目の見学でしたが、どの科も指導医・研修医ともに教育熱心な方が多く、研修先として非常に魅力的だ

と思いました。研修医のみなさんの雰囲気もよく、同期との生活も充実していそうだと感じました。 

○鳴滝塾などで話をうかがい、興味がありましたが、見学して救急の体制がすごいと思い、研修先としてとて

もよい印象でした。 

○研修医が楽しく働いていた。 

○施設も綺麗でとてもよかった。 

○丁寧に教えてもらってよかった。 

○研修医の先生同士の仲がとても良いのが印象的でした。先生方とスタッフの方も気さくにお話しされていて

病院内がとても明るい雰囲気でよかったです。 

○先生方の雰囲気がとても良かったです。 

○プライマリケアを重点的に学べる病院として非常に魅力的でした。第 1 もしくは第 2 希望で考えており、

夏のマッチング試験を受けたいと思います。 

○何よりも指導体制が素晴しいのが魅力的で、同期で切磋琢磨出来る環境に身を置けたら有意義な研修になる

と思った。加えて、大学と市中の良いとこどりのような病院は魅力的だと思った。また、学会発表の指導も

して下さるのは、研修医で経験できるのはとても幸運だと思った。 

○研修医の先生方もみなさん仲がよく、先生方も優しく丁寧に指導して下さっており、診療科も充実していま

すので、とても勉強になる良い病院だと感じました。 

○教育面でとてもよい病院という印象を受けました。研修医の方々からもはば広く学べて同期も多く楽しく充

実しているという声を多く聞きました。個人的なことですが、奨学金を借りていて返済しなければならない

のでもう少しお給料をいただけるとありがたいと思いました。 

○3 か所の診療科を見学させてもらいましたが、どの診療科でも聞きたいことを何でも聞ける雰囲気でとても

いい病院だと思いました。ただ自分自身「もう少し忙しい方がいいのかな」と悩んでいる部分があり、4.5

とさせていただきました。 

○月に 4～5 回当直をできるのは良い事だと思った。 

○大学病院並みの規模と、市中病院ならではの症例の多さがあっていいと思います。 

○ここで研修させて頂きたいと思いました。印象はかなり良いものでした。 

○教育に熱心な先生方が多くてとても楽しく見学させて頂きました。 

○まだ全体が見れた訳ではないが、見学したかの先生の様に力がつく病院で、研修したいと思えた。 

○症例数も大きい病院であることながら、たくさん体験することができるということで実力をつけていけるな



 

 

 

というように思われました。 

○全体として、とても魅力的で研修先として良い病院だと感じました。 

○施設もきれいで、しっかり研修制度が整っていて、いいなと思った。 

○同期が多くて楽しそうなイメージだった。 

○研修医を労働力として扱うのではなく、しっかり教育して医師としてスタートさせて頂けるという印象を持

ちました。 

○私が見学させて頂いたかはとても良い印象でした。とても勉強になりそうだと感じました。他の科の雰囲気

は分からないのでまた機会があれば見学に来たいです。 

○家なども PHS が届く範囲にあり、研修・勉強に打ち込む 2 年間をおくることができる印象だった。また先

生方も教育熱心で知りたいことをすぐ質問できる明るい雰囲気は研修病院としてとても魅力的だと思った。 

○研修医の先生方が皆仲良さそうにしていたことと、職場全体の雰囲気が明るく、働きやすそうな場所だなと

いう印象が強かった、研修するのにとても良い病院だと思う。 

○屋根瓦式のとても有意義な研修ができると思いました。 

○指導体制はしっかりとれていそうでしたし、研修医室や住居などの環境も整っておりよい病院だと思いまし

た。 

○同期も市中病院としては多く、診療科もそろっているので環境としてもとても魅力的だと思いました。また

ローテーションの内容がまんべんなく経験出来るように組まれているので勉強になると思います。 

○働きやすく、研修医として成長できる場だと感じました。研修したい病院の 1 つとなりました。 

○自分の出身地と全く関係ない長崎県でしたが、本当に働きやすい病院だと思いました。とてもなじみやすい

病院だったと思います。 

○先生方も研修医の先生に様々な手技をやらせてあげようとしているのがみれて、充実した研修ができる病院

だと感じました。 

○先生方同士ととても仲が良く働きやすい環境だと思いました。 

○皆さんやる気にあふれているなと感じました。指導医の先生方も熱心に分かりやすく教えて頂き、「いいな

あ」と思いました。 

○研修させて頂きたいと強く思いました。 

○2 年間の研修ですごく力がつきそうな感じがしました。 

○病院の売りとしているところがしっかりとわかるプラン内容で、医師になる上で重要にしなければいけない

ことが学べそうだと思えました。 

★最後になんでもどうぞ！ 

○昨年、今年と 2 度にわたり大変お世話になりました。スタッフの皆さんをはじめあたたかく受け入れてい

ただき、充実した見学ができました。ありがとうございました。 

○夏にまた見学に来たいと思いました。よろしくお願いします。 

○病院見学申し込みの返答が遅かったです。（1 週間以上かかったと思いま。） 

○お会いした先生方がみなさん本当に活き活きと働かれていて、とても優しく迎えて下さって本当に楽

しかったです。ありがとうございました。 

○丁寧にご対応頂きまして、ありがとうございました。また見学際も宜しくお願い致します。 

○一泊二日をいう短い間でしたが、丁寧なご対応をして下さりありがとうございました。 



 

 

 

○年度末でお忙しい仲、見学させて頂いてありがとうございました。もう一度見学に伺いたいと思いま

すのでよろしくお願い致します。 

○今回 2 度目の見学だったのですが、改めて研修するのに良い病院であると感じました。お世話になっ

た先生方、事務の方ありがとうございました。 

○本日はお忙しい中見学を受け入れて頂き本当にありがとうございました。知りたかったことについて

沢山情報を得ることができました。先生方の雰囲気もとてもよかったです。またよろしくお願いしま

す。 

○今回は見学させて頂き、ありがとうございました。 

○先生方が皆親切で、指導熱心であることを実感できました。ありがとうございました。 

○また病院見学させていただく機会があれば、どうぞよろしくお願い致します。 

○ぜひもう一度来てみます。 

○医療センターは研修先としてかなり強く考えている病院なので、今回少しでも見学することができて

良かったです。半実と短い基幹でしたが、お世話になりました。 

○どの先生も丁寧に教えて頂いて温かい雰囲気が印象的でした。お忙しい中見学を引き受けて頂き本当

にありがとうございました。 

○熱心な先生方がいらっしゃる印象でした。自分が研修医として働くときにもそのような雰囲気で働き

たいと思っています。 

○産科的側面がとても素晴しい産婦人科で来たい気持ちが強くなりました。 

（先生方には言えませんでしたが大学と仲良くなって学生のうちからよりこちらの産婦人科とかかわっ

て勉強できるようになればとても嬉しいとおもいました。） 

○お忙しい中、時間を作って下さりありがとうございました。とても有意義な時間を過ごすことができ、

気持ちよく見学することができました。今日一日ありがとうございました。 

○まさか小学校の先輩にお会いできるとは思ってもみませんでした。先生方からたくさんお話しをうか

がえてよかったです。2 日間ありがとうございました。 

○また病院見学にうかがうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。そして、マッチング

もよろしくお願いいたします。 

○研修医の皆さんも明るく雰囲気がよかったです。ありがとうございました。 

○また別日に他の診療科や、当直でどのようなことをしているか見てみたいと思った。 

○皆さんに優しく対応していただき、お陰さまで大変満足できる病院見学となりました。ありがとうご

ざいました。 

○親身になって相談に乗って下さった、総合診療科・産婦人科の先生方本当にありがとうございました。

とても充実した日になりました。 

○貴重なお話を聞くことができ、大変有意義な見学をさせていただきました。ありがとうございました。 

○皆さんが優しく話しかけて下さって楽しかったです。救命救急センターに魅力を感じました。 

○すごく興味を持ちました。また見学に行きます。 

○また、次回別の科も見学させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○今日一日ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


