
 

 
 

 

 

 

実施期間：平成 28 年 7 月 4 日～平成 28 年 9 月 2 日    参加学生数：  74 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  41 人 

② 新・鳴滝塾サイト   17 人 

③ 長崎医療センターブログ 2 人 

④ 研修関係のサイト      3 人 

⑤ 同級生          24 人 

⑥ 先輩・知人          47 人 

⑦ 新聞雑誌             0 人 

 

⑧ 合同説明会          16 人 

（レジナビ・国立病院機構合同説明会） 

⑨ その他        16 人 

（クリクラ・受診歴あり・長崎県に住んでい

た為・授業に先生が来られていた・親・大学

の先生からの紹介・長崎県修学生）                

                           

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】 

○2回目だったので前回よりも深く教えていただきました。 

○ユーモアを交えながらの説明で、分かりやすかったです。 

○丁度いい時間で必要な情報を分かりやすく教えて頂けました。 

○研修に関して、疑問等も残らず良かったです。 

○先生が分かりやすく教えてくださりました！ 

○質問にも答えていただきながら分かりやすく説明していただけました。 

○丁度良い時間でまとめられた説明で分かりやすく、長崎医療センターの特徴が理解できました。 

○2回目だったが、情報が update されててよかった。 

○研修制度の説明がわかりやすかったです。 

○細かい補足説明をしていただき非常に分かりやすかった。質問に丁寧にお答えいただいた。 

○わかりやすい説明で質問もしやすい雰囲気でよかったです。 

○分かりやすく病院について知ることができました。 

○知りたい事が分かりやすく網羅的にまとめられていて、研修についてのイメージがつかみやすかった。 

○どのような研修を行っているのか、どこに力を入れているのかなどが良く分かりとても良かった。 

○初期研修中にどのようなことをするのかを知ることができました。 

○分かりやすかったです。 

○貴院での研修の特徴がっても分かりやすくまとまっていました。 

○スライド時間も適切で、質問もしやすい雰囲気でとても良かったです。 

○非常に分かりやすく、医療センターの研修システムについて理解しやすかったです。 

○20 分程で分かりやすかったです。 

○丁度いい長さだったので、分かりやすかったです。 

○2年間のスケジュールがよく分かりました。 

○分かりやすかった。 

○研修内容についてよく分かりました。 
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○どのような研修を目指すのか、どこが強みなのかよく分かった。 

○長崎医療センターの医療圏や研修プログラムについてわかりやすく説明していただきました。 

○医療センターの概要をまとめて知ることができ、かつ時間もちょうどよく頭に残りやすい説明でした。

さらに知りたいことは質問で答えていただけました。 

○よかったです。 

○30 分弱と時間も調度良く、情報量も多過ぎず分かりやすかった。 

○適切な時間や内容だと思います。 

○実際の研修の様子の写真が多くあったのでイメージが湧きやすかったです。 

○研修プログラムについて簡潔にまとめてあってわかり易かったです。 

○一年生には分からないことかと思いましたが、私でも理解できる内容でしたのでどの学年にとっても

分かりやすいものでした。 

○とても分かりやすい説明でした。 

○ちょうど良い長さで、科の特徴や病院の特色がわかりやすかったです。 

○最小限、説明してほしいことを説明して頂けて丁度良かったです。 

○新専門医制度に関することまで説明があってありがたかった。 

○丁寧に説明していただきました。質問もしやすい雰囲気だと感じました。ネットの情報では分からな

かったことを聞けてよかったです。 

○大変丁寧な説明で、質問もしやすい雰囲気でした。医療センターのプログラムについてよく分かりま

した。しかし時間が少し長くなってしまい、研修医の先生とのランチタイムの時間が短くなってしまっ

たことが少し残念でした。 

○時間や内容など適度だった。 

○要点を分かりやすく説明していただきました。 

○短く分かりやすかった。 

○長崎医療センターでの研修の特徴を理解することができました。また、疑問点にも答えていただき、

非常にためになりました。 

○非常にわかりやすく、今後の役に立ちました。 

○医療センターの特徴を分かりやすく、説明していただきありがとうございました。 

○研修がどのように行われているか分かりやすくて良かった。 

○研修プログラムについてや、セミナーや学会などの勉強会についての説明がわかりやすかったです。 

○ちょうど良い時間でした。 

○長崎医療センターでの研修プログラムの特徴や指導体制について知ることができました。 

○指導医の先生から直々に説明していただいて少し緊張しましたが、スライドもきれいで、丁寧に説明

していただきわかりやすかったです。 

○病院の特徴などを良く知ることができました。時間などもちょうどいい時間だったと思います。 

○要点がまとめられておりましたので、非常に分かりやすかったです。 

○非常にわかりやすかった。 

○処遇や環境、病院の特色などわかりやすかったです。 

 



 

 
 

 

★診療科見学★ 

【総合診療科】 

○先生方が皆優しく指導して下さいました。 

○研修医の先生のもとで、担当されている感謝さんの説明を受け勉強になりました。又、指導医の先生

によるスライドや処置を見学できよかったです。 

○先生方の雰囲気がとてもよかったです。当直までお世話になりました。大変勉強になりました！手技

をさせてもらえてのも嬉しかったです。 

○はじめに指導医の先生に総合診療科の当院での役割についてをスライドで示していただいて、総合診

療科がどういった科なのかがよくわかってよかったです。 

○最初に総合診療科についてパワーポイントで説明を受けられたのでとてもイメージがしやすかったで

す。担当して頂いた研修医の先生もとても親切に教えて下さいました。 

○総合診療科内科がどのような患者さんをどのように診療しているのかを知ることができました。 

○空いた時間に病棟を案内していただいたり、先生の理念なども教えて頂き勉強になりました。 

○指導医の先生が丁寧に研修について解説していただき、とても勉強になる環境であるとかんじました。

また研修医の先生が優しく対応して頂きました。 

○指導医の先生方や研修医の先生方が丁寧に対応して下さり、科の雰囲気をつかむことができました。 

○午後のみの見学でしたが、様々な症例を見ることが出来て勉強になりました。 

○専門内科の負担を減らし、患者さんのたらい回しを減らし、研修医の教育にも充実している非常に魅

力的な科でした。 

○カンファでの様子を見学させて頂きました。勉強熱心な先生が多かったです。 

○研修医の先生がフレンドリーでよかったです。 

○病棟や外来の説明また、カンファレンスに参加させていただいて研修医、指導医のフィードバックの

様子などが分かった。 

○カンファレンスの見学ができなかったこと残念でしたが、みな自主的に勉強していて、指導も先生か

ら、先輩の研修医の先生から受けているようだった。 

○研修医の先生も 2～3日目でしたが、親切に教えて頂きました。特に、初期研修の先生が患者さんの所

見を積極的に取っているのが印象的でした。 

○総合診療科でどのような患者が扱われているのか知ることができてよかったです。 

○朝の外来見学、スライドを用いた説明、手技まで見せてくださりイメージがついて良かったです。 

○たくさんの患者さんの病状を説明していただきながら、実際の研修内容についても丁寧に説明してい

ただきました。 

○医長自ら案内して下さり大変わかり易かったです。1日の中で外来、病棟と見学させて頂き、良い経験

になりました。 

○お忙しい中、私の知りたいことを重点に教えていただき、さらに温かい雰囲気で迎えて下さり、とて

も勉強になりました。 

○朝カンファに参加できて、とても勉強になりました。 

○指導医の先生に熱心にご指導いただき、情熱を感じました。総診が病院に深く根付いていることがよ

くわかりました。 



 

 
 

 

○指導医の先生の回診について行かせて頂き、大変勉強になりました。お忙しい中、研修医の先生とも

お話でき、研修医室の様子も見させて頂けました。 

○先生方がすごく活気があり、総合診療科の説明も分かりやすく、とても興味深い内容でした。 

○指導医の先生がとても明るく、他職種の人たちとの連携がよくとれているように感じた。 

○質問をしやすい環境で雰囲気はとてもよいなと思いました。カンファレンスと回診に参加させていた

だいたのですが、指導体制もしっかりしていると感じました。見学内容、満足できるものでした！！ 

○朝のカンファレンスから見学させていただきましたが、とても意見交換が活発で、いきいきとして雰

囲気でした。患者さんが多く忙しい中、外来では聴診や触診をたくさんやらせていただき、とても楽し

かったです。また、今後の病院実習中から心がけることをたくさん教えていただけたので、そこを意識

して頑張りたいと思います。 

○総合診療科の話から実際の外来を見学させていただいて、イメージがつきにくかった総合診療科の実

際の現場が見れてよかったです。 

○総合診療科の雰囲気が朝のカンファレンスや回診でよくわかりました。 

○研修医への指導に熱心に取り組まれているのがよく分かりました。 

○色々と見させてもらったり、エコーや聴診器で音を聞かせてもらうことができた。科の雰囲気もよか

ったです。 

○受持ち患者さんの回診につれていって頂き、更に詳しい解説をして頂きました。また病院のこと日常

生活のことなど、入職後の生活についても丁寧に教えて頂きました。 

○研修医が自主的に診療を行う所を見学できた。 

【救命救急センター】 

○研修医や指導医の方々が話しかけてくれて雰囲気の良さを感じました。 

○研修医の先生方とたくさんお話できて良かったです。ドクターヘリの見学もとてもいい経験になりま

した。 

○入院管理から外傷など 3 次救急の対応までをみせていただきました。入院管理のことを詳しく教えて

くださり嬉しかったです。 

○ドクターヘリや地域医療とのつながりが良く分かり、重要性を理解できました。 

○救急車やドクターヘリの搬送を見学することは出来なかったが、救命救急センターの説明をしっかり

聞くことができた。研修医の先生のお話も聞くことが出来、大変参考になった。 

○実習が終わる頃になって傷病者が来そうだという話だったので少し残念でしたが、色々とお話を聞け

てとても参考になりました。 

○救急車できた患者さんの初期対応の仕方や、鑑別について診療後に復習していただいて勉強になりま

した。 

○満足です。質問したのですが、丁寧に対応して下さいました。ありがとうございました。 

○スライドの説明もしていただいて、忙しい中、科の雰囲気など説明していただきました。 

○ICU、救急外来、ヘリポートの見学をしました。救急車は来ませんでしたが、研修医の先生に救命救急

科について教えて頂きました。 

○救急車が来なかったのは残念でしたが、研修医の先生方とはなせたり救急についての先生のお話しが

聞けて大変勉強になりました。 



 

 
 

 

○ドクターヘリも見させて頂き、やる気がでました。研修医の先生が優しく教えてくれました。 

○病棟内の説明もして下さり、ドクターヘリの説明もあって、とても勉強になりました。初期対応を学

ぶにはよいなと感じました。 

○どの先生も見学者に対して話しかけて説明して下さり、聞きたかったことを聞けました。 

○救急科専門医の acute physician といった役割についてとても分かりやすく教えて頂き、救急医につ

いての見方が変わりました。 

○診療科の雰囲気を感じることができてよかった。 

○ドクターヘリや外来、ICU など幅広く見学できて良かったです。 

○非常にお忙しい中いろいろと見させていただいた。特にドクターヘリは見学できてよかった。 

○ドクヘリがちょうど飛んできて搬送→初期対応の一連の流れがみれたのは良い経験になりました。 

○ドクターヘリの搬入対応もしっかり見学できて良かったです。 

○あいにく救急車が来なかったため、救急対応の様子がわからなかったのは残念でしたが、その分救急

科の先生方とお話できて良かったです。 

○ドクターヘリを案内していただいて、少しフライトドクターに興味がわいた。 

○体制についてや環境について丁寧に説明していただけました。ドクターヘリにも乗せていただきよか

ったです。 

○ドクターヘリの見学をさせてもらいました。離島が多い長崎のドクターヘリ事情を聞けて良かったで

す。 

○救急車は来ませんでしたが、設備の説明をしていただいたり、希望したらドクターヘリを見せていた

だくことができました。 

○とても詳しく説明していただき、良かったです。カンファでは仲の良い雰囲気が伝わりました。 

○ドクターヘリや長崎の救急体制について教えていただき、とても勉強になりました。 

○研修医として働く際のイメージをつかみやすくて参考になりました。 

○ちょうど忙しさがおちついた時で、実際の処置の様子はみれませんでしたが、スライドや施設の説明

はわかりやすく、研修医の先生とたくさん話すことができたのでよかったです。 

○ドクターヘリによる搬送を初めて見ることができました。施設の見学も一通りさせていただいたり、

外傷性 SAH を搬送から検査、処置まで一通り見学できました。コメディカルととても連携が強い科であ

ると思いました。 

○先生方の対応はとても丁寧でよかったです。ただ時間的な問題もあり実際の処置を見ることができな

かったのが残念でした。 

○ぴしっとしていてカンファレンスでは研修医自らプレゼンをしていて、教育体制がしっかりしている

と感じました。 

【小児科】 

○NICU の病床数が多く、得意とする分野も聞けたので、小児科も将来考えているぶん助かりました。 

○指導医の先生方から進路に関するアドバイスなどもいただけ、とても良かったです。 

○指導医の先生方も研修医の先生方も優しく、気さくにたくさん話しかけてくださったため、とても楽

しく見学できました。特に大学の実習では新生児室（NICU）をじっくり見ることができなかったため、

今回新生児の採血を見せていただいたり、NICU を詳しく説明していただき貴重な経験になりました。 



 

 
 

 

○一般賞に・NICU どちらも見学できたのが良かったです。 

【整形外科】 

○手術を見学させて頂きました。先生方の説明が丁寧で助かりました。 

○研修医はいませんでしたが、その分オペを見学させていただいて貴重な体験でした。予定外のランチ

や午後のオペなど先生方が非常に熱心で貴院で研修し、整形外科を選択したいなという思いが強くな

りました。 

○研修医の先生とは話をすることはできませんでしたが、救急外来で肩関節の脱臼の整復の介助をさせ

ていただいたり、外来で患者さんについて説明をしていただき、良かったです。 

【麻酔科】 

○研修医の先生が一人で任されていると知り驚いたが、とても実践的な研修が可能なのだと思った。指

導医の先生にも色々教えて下さり、全体的に教育熱心だと思った。 

○聞きたいことを聞けたのでありがたかったです。 

○導入から覚醒まで一通り見学することができてよかったです。小児と成人の麻酔の違いについて教え

ていただいてよかったです。 

【呼吸器内科】 

○検査がみれなくて残念だったが、画像の見方から教えていただけてよかった。 

○指導医の先生がとても親切にして下さり、手技は終わっていて見れなかったのですが、とても勉強に

なりました。 

○様々なお話しをして下さったり、実際の症例を呈示して診療内容を見せて下さり、科の雰囲気をつか

むことができました。 

○気管支鏡をたくさん見学できました。研修医の先生も薬や手技の説明して下さり理解しやすかったで

す。 

○先生方が明るく楽しい雰囲気で見学をできました。 

○あまり手技を見る機会がなかった分、丁寧に時間をかけて教えてくださった。 

【産婦人科】 

○普段のスケジュールや研修内容などとても丁寧に教えて下さいました。また、どのような指導をされ

ているのか、臨床、研究どちらのお話も聞けて良かったです。分娩の見学もさせて頂きとても楽しか

ったです。 

○病棟の説明や胎児エコー、オペ見学をさせていただきました。どの先生も気さくに話しかけてくださ

り、とてもいい雰囲気でした。 

○どの先生も優しく教えて下さいました。LDR も見れて良かったです。 

○先生方皆さんフレンドリーに接して下さって、とても楽しく見学することができました。 

○様々な患者さんについて教えていただき、研修医の先生方にもたくさんお話しが聞けて超緊急カイザ

ーのシュミレーションも見せていただきよかったです。 

○先生方の雰囲気がとても明るく、たくさん話していただきとても楽しかったです。手術にも見学させ

ていただき、とても充実していました。産科の内容も婦人科の内容もどちらも見学できよかったです。 

○雰囲気も良く、大学との違い等も教えていただきとてもためになりました。 

○患者さんのことを第一に考え、治療方針や手術などを行っていて、感心し、勉強になりました。 



 

 
 

 

【外科】 

○オペに入り、指導医の先生方や研修医の先生からいろいろ教えていただけました。 

○指導医・研修医の先生全員が仲良く業務をされており、とても良い雰囲気だなと思った。 

○指導医の先生が手術の解説を行ってくださり、とてもわかりやすく術野にも入らせていただき、大変

わかりやすかったです。 

○スタッフの先生が非常に気さくに声をかけてくださって、ありがたかったです。オペ中は先生方が集

中されていて途中で抜け出しにくい雰囲気で、12 時からの病院説明に遅れて申し訳ありませんでした。 

○かなり満足しました。先生に多くのことを教えて頂きました。ありがとうございました。 

○半日しかいないも関わらず様々なことをさせていただきました。 

○移転性肝ガンのオペに入らせていただき、手術を見学でき良い経験になりました。 

○手術の説明を分かりやすくして頂き、研修医の先生からも研修のことについて話をうかがうことがで

きて良かったです。 

○手術の様子を間近で見せていただけてよかった。 

○手術内容を教えていただけた。 

○どの先生も優しく、疾患や手術の説明もしていただきとても指導熱心だと感じました。研修医の先生

にもエコーの見方や病歴について丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。 

○症例について丁寧に説明してもらえた。 

【病理】 

○切り出しから検鏡まで見学させて頂きました。自身は勉強不足でしたが所見について丁寧に教えて下

さり、分かりやすかったです。 

【脳神経外科】 

○研修医の先生方から研修についても詳しく教えていただきました。指導医の先生方から手術について

も脳神経外科での研修についても教えていただきました。 

○色々なことを丁寧に教えて頂き、とても貴重な資料を頂けたり、手術場の見学をさせて頂けたりとと

ても充実した見学をすることができました。 

【泌尿器科】 

○病棟から診察室、手術を見学させて頂きよかったです。 

【消化管内科】 

○病棟を見て回ったり、担当されている患者さんについてや研修医がすることを教えていただけて、雰

囲気をつかむことができました。 

○内視鏡や病棟など研修医の先生方の働く姿がすごく参考になりました。 

○研修の実際の雰囲気を体感できてよかった。 

○研修医の先生がいろいろ話を聞かせてくれて良かった。 

○上級医の先生とつかず離れずのほど良い距離感が良いなと感じました。仕事の合間に研修医の先生か

ら研修の説明や施設見学をさせていただき、研修については初めて知ることも多く、とてもありがたか

ったです。 

【腎臓内科】 

○腎泌尿器科・腎臓内科との連携で診療を行っている事や、腎移植と人工透析が他科と違い同時に進展



 

 
 

 

していることについて説明してくださいました。腎腫瘍の切除の様子も少し見学できて良かったです。 

○病棟勤務、透析室、外来の見学をしました。大学病院とは違う雰囲気を味わうことができてとてもよ

かったです。研修医の先生にも丁寧に教えて頂きました。 

○親しみやすい雰囲気の先生で研修医との距離感も近いと感じた。 

【神経内科】 

○先生が優しかったです。 

○2つの症例をじっくり見学することができました。医療センターではどのような疾患を診ることが多い

かを他の病院と比較して教えていただけました。研修時のプログラムについてもう少し説明をしていた

だきたかったです。 

○病棟だけでなく救急部や外来、ドクターヘリ発着所等、様々な施設を案内していただきました。実際

の研修内容やマッチング等についても教えていただきました。 

○院内の各施設を案内してもらえ、院内のことを多く知ることができた。 

○先生が研修医の時はどんな時が大変だったのか、また勉強になったこと、気をつけると良いことなど

をお話して下さった。 

○様々な患者さんのカルテを見せて頂き、丁寧に解説をして頂きました。大変勉強になりました。また、

神経伝導速度テストなどを実演させて頂くなど多くの事を学ばせて頂きました。 

【血液内科】 

○採血やルート確保を指導医の先生の腕で練習させてもらえた。とても良い経験になった。 

【肝臓内科】 

○ERCP の見学、又様々な説明をして頂き良かったです。 

○研修医の先生とお話しして、研修について聞くことができてよかった。 

○急患の対応の様子を見学させて頂いた。治療方針の立て方、考え方をはじめ、研修のことなど親身に

相談に乗って下さった。 

○肝臓内科では普段どのような患者さんを診ているのかを教えて下さった。病院内の施設も案内してい

ただいた。 

【循環器内科】 

○先生方がとても気さくに話しかけて頂き、カテーテル検査も多く見学できました。病棟も少し見学で

きるとなお良かったと思います。 

○カテの見学がメインでしたが、今何をしているのか説明してくださったり、実際初期研修で何をする

か聞けて良かったです。 

○カテをされている横で説明していただけてわかりやすかったです。また、緊急時の対応の仕方や心構

えについても話していただけて勉強になりました。 

○いろいろと研修医のみならず指導医にも教えていただいた。 

○心カテの見学と採血をさせていただきました。先生のお話がおもしろくて楽しそうな雰囲気だと感じ

ました。研修医の先生にも体を張って採血をさせていただきいい経験ができました。 

○心カテや採血の練習などできて、よかったです。 

○ドクターが優しく指導して頂き、勉強になりましたが、カテーテル見学だけだったので、他に見学す

る項目があればと思いました。 



 

 
 

 

○CAG を主に見学させていただき、研修医がかなり治療に積極的に関わっている印象を受けました。 

○先生方はとても優しかったが、忙しかったということもあり、あまり話せなかったのがとても残念で

した。 

【放射線科】 

○丁寧に画像の読影を指導して下さった。 

【皮膚科】 

○先生方にマンツーマンで指導していただきました！とても興味深いお話でした。ありがとうございま

した。 

【内分泌代謝内科】 

○見学した症例について、私に発言の時間を与えていただきながら説明していただき、大変勉強になり

ました。また、臨床に加えて研究の大切さについても教えていただき、キャリアのアドバイスもいた

だくことができました。 

【精神科】 

○最初は外来見学から始まり、病棟見学やその他お話も丁寧にして下さり楽しかったです。 

【形成外科】 

○手術見学をさせて頂いたのですが、研修医の先生が色々教えて下さったり質問して下さったりして勉

強になりました。手洗いにも入らせてもらって、手術を近くで見たり、簡単な手技が経験できたのが良

かったです。 

★夜間研修見学★ 

○手技もさせていただけて嬉しかったです。先生方はかっこよかったです。 

○あまり先生につくことはできなかったが、どのように当直をしているかを話などで知ることができて

勉強になった。 

○珍しく一度も呼ばれなかったのですが、その分研修医の先生がレクチャーをしてくださって、とても

勉強になりました。 

○当直の研修医の方に講義をして頂き勉強になりました。 

○件数は少なかったですが、研修医の先生のファーストタッチの仕方を見ることができ、空き時間には

研修医室でたくさんの先生方とお話することができてよかったです。 

○忙しい中相手していただいて、コンビニでごはんなども買っていただきました。先生方の仲の良い感

じが伝わってきました。 

○今回は、7台ほどの救急車が来てとても忙しそうであったが、何でも教えて下さってとても勉強になり

ました。ルンバール等の手技も上級医の指導のもとされていて研修医の指導体制がしっかりしている

と感じました。 

○1人で対応するのは大変忙しそうでしたが、レジデントの先生と先に診察してフィードバックをしっか

りすれば非常に力がつきそうだと思いました。 

○小児救急担当だったので数は多くなかったですが、上級医の先生に必ず相談をするということで、指

導体制も整っていると感じました。 

○色々な患者を見ることができてよかった。特に当直の研修医が熱心だった。 

○多くの救急車がきて、来年の姿が想像できました。先生方にも多くのお話を伺えました。 



 

 
 

 

○お忙しい中よくしていただいた。 

○救急科の Dr の対応を見れてとても良かったです。研修医の先生ともゆっくり話せました。 

○お忙しい中、研修医の先生の行動につかせて頂き、どのように当直業務をこなされているのかがよく

わかりました。患者さんが多く会話したりする余裕がなかったのは残念でしたが治療法について教え

て頂き、大変勉強になりました。 

○先生が常に見守ってくださっているという安心感もあり、学びやすい環境だと感じました。気がねな

く質問しやすい雰囲気でした。 

○研修医の先生とたくさんお話しできるのはとてもよかったです。ただ、小児の当直は患者さんが一人

も来ず少し残念です。 

○外科の当直を見学させてもらいました。残念ながら救急車や患者は来なかったのですが、担当の研修

医の先生が丁寧に色々教えてくれました。 

○外科の当直でしたが、1件当直の流れを見学することができました。合間の時間は研修医室で多くの研

修医とお話しをさせていただくことができました。 

○たくさんの症例を見せていただき、ていねいに教えていただいて本当に良い経験になりました。 

○予想よりも多くの患者さんが次々と来院されとても忙しそうでした。その中で研修医の先生が素速く

問診や所見をとったり、どの検査が必要かを判断されていて、自分もあんな風に対応できるようにな

りたいと思いました。また、患者さんがたてこみ、忙しい中でも、患者さんに触らせていただいたり、

鑑別にあげるべき疾患や診るべきポイントを教えて下さったり、丁寧に対応していただき、大変勉強

になりました。 

○当直の雰囲気を味わうことができて良かった。 

○脳梗塞疑いの患者さんのファーストタッチ、診断の進め方を見学することができ、MRI の見方を指導医

の先生に丁寧に教えていただいたり、研修医の先生の初診時の問診を見学させていただいたりと当直

の雰囲気を知ることができました。 

○walk-in の患者さんの対応から救急車で来られた患者さんの対応まで見せて頂き、とても勉強になりま

した。研修医の先生もとても気を使ってくれ、話しやすかったので色々な事を聞くことができました。 

○内科当直を経験させて頂きました。次々に患者さんが運ばれてきて、研修医の先生や上級医の先生方

が非常に忙しく働いていらっしゃる姿が印象的でした。 

★研修医とのランチタイム★ 

○研修医の方々の生の声が聞けてよかったです。 

○先輩方の話やアドバイスを聞くことができ、有意義でした。ランチも美味しかったです。 

○大学の懐かしい先輩方とお話し出来て楽しかったです。 

○生の声が伺えて良かったです。 

○どのように研修先を選んだのか、実際に入ってみてどうだったかなど研修医の先生から生の声を聞く

ことができて良かったです。 

○すごく雰囲気がよくて、リラックスできました！ 

○研修についても、雰囲気や環境についても気軽に訪ねやすく丁寧に教えていただきました。 

○先生方と色々話せたおかげで、雰囲気や仕事内容を少し知ることができ良かったです。 

○病院全体の雰囲気を始め、先生方のお話を聞くことができ、大変参考になった。 



 

 
 

 

○見学中のお話よりもくだけた雰囲気で研修のことや学生時代の話を聞けた。今後の参考となった。研

修医の先生同士の距離の近さを実感出来た。 

○面接や小論文のことなど実際に試験を受けた方々から直接お話を聞けて貴重な機会でした。 

○上の先生がいると少し聞きにくいことも気軽に聞けたので良かったです。 

○研修の様子、マッチングの事など気になっていたことを色々と教えて下さり、有意義な時間を過ごせ

た。 

○研修医の先生方からの目線で研修について色々とお聞きすることができ、研修がとても楽しいことが

よく分かって良かった。 

○研修の様子や、面接、国試の勉強についても教えていただけて楽しかったです。 

○若い先生の話も聞けて良かったです。このような場があって、うれしいです。ごちそうさまでした。  

○たくさん先生方に来て頂き、楽しいお話しを聞かせて頂きました。 

○研修医の先生方がお互いに仲が良いとおもいました。研修をやっていく上でとても大切なことだと思

うにで、研修先として選ばせて頂きたいな、と思うほどでした。 

○研修医の先生方はフレンドリーで、全く緊張することなくお食事を楽しむことができました。 

○ランチタイムでは、ざっくばらんに研修内容や研修の実際を教えて頂き、パンフレットに載っていな

いことを聞けてとても良かったです。 

○知り合いの先生方も多く、病院研修について様々なことを楽しくお話しできました。 

○実際の研修について良い所、悪い所が聞けて参考になりました。 

○実際に研修されている先輩方の生のお話しを聞ける時間があり勉強になりました。 

○優しく丁寧に疑問に答えて頂けた。 

○ごちそうさまでした。楽しく食事させて頂きました。有益な情報も教えていただきました。 

○知っている先輩がいらっしゃったので、色々と聞けて良かったです。研修医室にも行けて、雰囲気が

分かって助かりました。 

○研修医生活について詳しく聞けました。宿舎も見させていただけてよかったです。 

○おいしかったし、先生たちの気さくさが良かった。 

○研修医の先生と食堂で昼食を頂いた時にいろいろ聞かせて頂き、医療センターでの研修について知る

ことができました。 

○病院のことだけでなく、先生方の生活の様子も聞くことができて良かったです。 

○フランクに話して下さり、実生活であったり、将来の話を聞くことができ楽しかったです。 

○研修医の先生にマッチングについてや普段の生活等についてもお話しを伺うことができました。 

○途中でドクターコールのため研修医の先生は中座してしまったが、少し話が聞けてよかった。 

○医療センターを選んだ理由や普段の生活について聞くことができてとても充実していました。時間が

あればもう少しお話ししたかったです。 

○話しやすく、宿舎も見せて頂いて楽しかったです。 

○マッチング前で様々なアドバイスを聞けて良かったです。 

○多くの研修医の方にお話を聞けてよかった。 

○マッチングの日々の過ごし方等気さくにお話していただきました。 

○1、2 年目の研修医の先生ら数人と一緒に食事させて頂きましたが、研修医のリアルなお話を多々聞け



 

 
 

 

て大変参考になりました。 

○とてもおいしい料理で温かくおもしろく伝えて下さったので、この病院の温かな雰囲気が伝わってき

ました。 

○美味しいごはんを食べながら、研修のことについてゆっくり話せて良かったです。 

○同じ地元出身の先生をはじめ、多くのお話をしていただくことができました。研修医の雰囲気がわか

り有意義な時間となりました。 

○研修医の先生と学生だけの時間を用意して頂けることで、より質問等しやすい雰囲気でした。 

○なかなかストレートにはききにくいこともききやすい時間で収穫の多い時間でした。レストランのな

がめもよかった。 

○話す内容としては少しくだけた内容のほうが多かったが、研修医の先生がどういう気持ちで働いてい

るのかが分かって良かった。 

○上の先生には正直聞きづらいことも質問できてよかったです。 

○普段聞けないようなくだけた話を沢山することができて、先生方の本音などを聞けました。もう少し

時間が取れたら良かったと思いました。 

○メリット・デメリットなど率直に教えてくださり、大変参考になった。生の声を聞けるのがよいと思

った。 

○研修医に様々な質問をすることができたり、他の見学生の質問に対する答えを聞くことができて良か

ったです。 

○いろいろなお話を気軽に質問させていただいて、良かったです。 

○病院の良い所、悪い所をたくさん教えてもらった。 

○研修医の先生方がとても優しく明るい方だったので、たくさんお話でき、楽しかったです。また、今

後病院見学するにあたって見るポイントであったり、実際の研修生活の具体的なお話を聞けてために

なりました。 

○楽しかったです。研修医の先生方がとても良い人ばかりで優しく教えていただけました。ありがとう

ございました。 

○ランチが美味でした。研修の話ができ、勉強になりました。 

○定食がおいしかったです。 

○いろいろな話を聞くことができた。 

○複数のメンバーでご飯だったので、質問しやすかったので、研修医の方々が丁寧に答えてくれました。 

○優しく接して下さり、楽しかったです。 

○今、研修を行っていて、医療センター良いところや施設が充実しているかについて答えて下さった。 

○研修医にいてわからないこと等気軽に聞ける雰囲気で先生方とのお話とても楽しかったです。 

○ランチタイムの時にたくさんお話を聞けたのはとてもよかったです。また、寮をその後に見せて頂け

るなどとてもよかったです。 

○楽しい雰囲気でした。 

○日々の生活など詳しく教えて頂き将来進路を考える上で大変参考になるお話を伺うことができました。 

○研修医の先生から、良い所悪い所の両方を聞くことができた。 

○研修医の先生は気軽に話して下さり、本音も聞けてよかったです。 



 

 
 

 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○バランスがとても良くてとても良いと思います。 

○研修医をしっかり育てるための体制が確立されていると感じました。 

○充実した研修の出来る雰囲気の良い病院だと感じました。 

○非常に貴院での研修に興味がわきました。個人的にもう少し早い時期に見学に来たらと後悔していま

す。 

○救命と総診が充実しているとどの先生方もおっしゃっていて私もどちらの科も見学させて頂きました

が、本当に幅広くいろいろな症例を学べる機会の多さに驚きました。 

○雰囲気もとてもいいし、先生方がてきぱき動かれていてすごくいいなと思いました！ 

○元々研修先として考えていたのですが、見学して、さらに興味が深まりました。 

○消化器系志望としても、とても充実した研修ができることが分かりました。 

○病院全体の雰囲気が良く、大学とのたすきの先生も良いといっていたことから自分もここで研修した

いなと思うことができた。 

○研修プログラムや各診療科の研修体制が充実していることが分かった。研修医の先生方の雰囲気もよ

く、上の先生方もしっかり指導をしてくださるという事が感じられた。 

○研修医に色々とさせてあげようという感じながらも、研修医にすべて任せるわけではなく、後ろから

しっかり見ていただいて、時にはアドバイスを送ったりと、自主性とが指導のバランスがうまく保た

れており、貴院で研修したいという思いが更に強くなりました。 

○指導医の先生方や研修医の先生方が親切に教えて下さるので、とても良い印象を持ちました。 

○研修医が全体的に動けるということ、同期の仲の良さ、そして互いに切磋琢磨し合える環境というの

はとても素晴らしく、このような場所で研修できたらどんなによいかと思う。また全体として教育熱

心で面倒見が良く、加えて研究や学会発表も重視しているので、研修医のうちから研究や発表に触れ

ることができるのは将来のためになると思った。 

○教育システムにしても学ぶ環境、研修医の人数もとても良い印象で是非とも研修したいと感じた。 

○研修医の先生方がてきぱき働かれていて、指導医の先生方も考え方を教えて下さって良い印象でした。 

○是非研修させて頂きたいと思いました。よろしくお願いします。 

○先生方の和やかで、でも仕事に真剣なところがとても素敵でした。1年後にあんな風になりたいと思い

ました。 

○研修医として求められるレベルが高く、忙しくも充実した毎日が過ごせると感じました。 

○大村という住みやすい環境の中にあり、同期の先生方の存在もあり、充実した研修を送れる印象でし

た。 

○長崎医療センターで働きたいと思いました。 

○やはり改めてとても良い病院でした。ありがとうございました。 

○第一希望で出したいと思いました。 

○1日だけの研修でしたが、各科の見学や研修医の先生方との話を通して、貴院での研修イメージがつか

みやすかったです。 

○病院の雰囲気やプログラムがとても良い。 

○元々印象は良かったのですが、自分の中で気になっている所も聞けたので、判断するとても良い機会



 

 
 

 

となりました。 

○教育体制もしっかりしており、ここで研修したいと思いました。 

○学会発表はすごい勉強になると思いました。 

○教育の環境も整っていて、過度ではない業務で研修医の数も多く、働きやすく感じました。 

○大学病院と市中病院の間というような話を聞いて、手技や上級医の先生からのフィードバックもあっ

てよい研修ができそうだと思いました。 

○指導医の先生方がとても丁寧に説明をしてくださり、ぜひここで研修をさせていただきたいと感じま

した。 

○研修医の先生がみんな口をそろえて救急と総診は勉強になったとおっしゃっており、実際見学してみ

てもそのように感じました。幅広くプライマリケアを身につけたいと思います。自分にとって魅力的

でぜひここで研修したいと思いました。 

○大学と市中病院の中間のような感じであり、病理など基礎系も充実しているように感じました。何よ

り指導体制は他の病院に比べても整っていると思います。 

○プライマリケアや総合診療を重視しているということを強く感じました。これはすなわち、患者さん

について何も知らない状況で広い視野をもって患者さんを診て、広い可能性からどのようにして結論

にたどり着くことができるか、この大切さを学べましたし、これは私が求めているものでもあります。 

○今まで見学したことがなかったので、どのような病院か知ることができてよかったです。 

○大学病院とはまた違った雰囲気で重症例以外にもたくさんの症例を見ることができるのだな、と思い

ました。 

○600 床以上あり、市中病院の中でも大き過ぎず小さ過ぎず丁度よい規模で、症例も少なくなさそうで良

かった。 

○来年是非この病院で働きたいと思いました。 

○様々な症例を経験でき、先生方も熱心に指導いただける病院だと感じました。 

○長年に渡って研修医の育成を行ってこられたため、プログラムは非常に綿密で作りこまれると感じま

したし、また今日見学させて頂いて雰囲気も非常に良かったです。 

○研修の先生も指導医の先生も分かりやすく温かく接していただきました。研修で勉強する際、ためら

うことなく質問や学びができる環境にあることが伝わってきました。 

○研修医をサポートしようとする姿勢の強さを感じました。貴院で研修を行えば安心して 2 年間を過ご

すことができるだろうと思いました。 

○病院内も綺麗で先生方もお優しく教育熱心で研修しやすそうな環境であると思いました。 

○全体的に、先生に色々とききやすいような雰囲気がありました。アットホームなところも心地よかっ

た。 

○働いている人たちの雰囲気がとてもよく、楽しそうだった。 

○指導体制もしっかりしていて雰囲気もとてもよいなと思いました。研修病院としてぜひ選択したいな

と感じました。 

○臨床研修センターのスタッフの方々をはじめ、みなさんすごく丁寧に対応して下さり、充実した時間

をすごすことができました。ありがとうございました。 

○研修医、指導医でよい関係を作れていると感じた。 



 

 
 

 

○教育に対して熱心な先生が多く、研修医の先生も様々なことを教えてくれて、かなり雰囲気の良い病

院だと感じました。 

○研修医の先生がいきいきと働いている様子が見え、とても良いところだと思いました。 

○研修医・指導医ともにやさしい人達ばかりで、非常に働きやすそうだと感じた。 

○指導医の先生方が、教えることを当然と考え接して下さる姿勢が非常に印象的でした。 

○先生方がとても明るく、楽しそうであったことが印象的でした。また、研修医として働いた時に、自

分のやる気次第で様々なことを深い所までやらせていただける雰囲気があり、とても魅力的に思いま

した。また、研修医の先生方がとても仲が良さそうで雰囲気がとてもよいと思いました。 

○自分のやりたいことと一致しており、研修先の病院として考えさせていただきたいと思いました。 

○また見学したいと思っています。 

○とても楽しかったです。総診を今回見学できなかったので、次回またよろしくお願いします。 

○指導医も熱心に教えていただき、とても良い病院だと思いました。 

○教育システムがしっかりしているのが伝わってきました。 

○病院内の施設等を見学させていただいて、広い空間でとても設備が整っており、学習しやすい環境で

あると感じました。 

○研修医の先生同士、先生と上級医の先生の仲が良く、わからないことを気軽に聞ける雰囲気がとても

良いなと思いました。臨床面、数をこなすことだけに力を入れるのではなく、学会発表や勉強会等ア

カデミックな部分にも力を入れており、バランスのとれた病院であると感じました。 

○研修体制などがしっかりしていて良い病院だと思いました。また研修医の先生方が疲弊している感じ

がなく端子そうに働いていたのが印象的でした。 

○いろんな症例をみることができ、指導体制もしっかりしているので、実力がつく病院という印象を受

けました。 

○研修医の先生方は勉強熱心で、また気さくに声をかけて下さる先生方が多く、非常に雰囲気が良いと

感じました。また、教育に対して非常に熱心な病院であることを感じ、将来研修させて頂きたいと感

じました。 

○見学コースが複数あり、見学する予定を組み易くて良かった。研修医が多く、どの科でも活躍してい

た。 

○先生方はどの科の先生とも仲良く話しており、雰囲気がとても良い病院に思いました。また、教育体

制がしっかりしていて、勉強になると思いました。 

★最後になんでもどうぞ！ 

○何でも優しく教えて下さいました。ありがとうございました。 

○1日熱心に教えて頂きありがとうございました。 

○とっても楽しい 1 日でした。先生方みなさん本当にお優しい方ばかりでした。ぜひこちらで研修させ

て頂きたいです！ありがとうございました。 

○2日間お世話になりました！ありがとうございました！ 

○思っていた以上に研修として素適な環境ですばらしい先生方ばかりでした。是非来たいと思います。

ありがとうございました。 

○離島の救急をほとんど受け入れている貴院はすばらしい所だと感じました。 



 

 
 

 

○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！ 

○今回はお忙しい中、見学させていただきありがとうございました。実際に見学して、先生方の仕事を

している様子や雰囲気を肌で感じることができ、とても参考になりました。 

○本日は大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

○朝から実習のため前日から宿泊させていただいたり、事務員の方々の対応も素晴らしく本当にありが

たかったです。もしも貴院で研修させていただけたならば見学に来た学生のランチ係など何でも私を

使ってください。本当にありがとうございました。 

○時間帯的に手技が見れないことがあったのが少し残念でしたが、時間があればまた見に来たいと思い

ました。ありがとうございました。 

○マッチング試験を受験するので、よろしくお願いします。お忙しい中対応して下さってありがとうご

あいました。 

○お忙しいところお世話になりました。マッチングに通りましたらよろしくお願い致します。ありがと

うございました。 

○1日お世話になりました。良い人ばかりで、ここで働きたいと強く思いました。 

○お忙しい中学生のためにたくさん説明して頂いてありがとうございました。 

○本日はスタッフの皆様、先生方には大変お世話になりました。今後もどうぞよろしくお願い致します。 

○1日研修の機会を与えて頂きありがとうございました。 

○改めて研修したいと感じた 1日でした。ありがとうございました。 

○1日ありがとうございました。 

○広々として、気持ちの良い環境の病院だと思いました。 

○また見学に来たいと思います。次回は今回見学できなかった科もみてみたいです。ありがとうござい

ました。 

○手術に合わせて、変則的な見学になってしまったにもかかわらず、先生も教育センターのかたにもす

ぐに対応していただきありがとうございました。1日を通して同じ診療科を見学するのも外科のような

科はあっても良さそうですね！ 

○また見学に来たいと思いました。その際はよろしくお願いします。 

○1日半病院見学の機会を用意していただきありがとうございました。まだ見学していない科についても

興味があるので、また見学に来たいと思います。 

○将来の自分の進路を考えるにあたって、優れた研修のできる病院だと感じました。また機会があれば 6

年の時にも伺いたいと考えております。短い間（1日半）でしたが、充実した見学となりました。あり

がとうございました。 

○1日という短い間でしたが、貴院について幅広く教えていただき、大変勉強になりました。何より学べ

たのは貴院が研修プログラムを非常に重要視していただいており、医師になったばかりの者には最適

の環境であるということだと思います。短い時間でしたが、ありがとうございました。 

○1日半で3つの診療科を見学することができてよかったです。また機会があれば見学したいと思います。 

○今回は女性の研修医の先生と話す機会が少なかったので、また次回来た時にお話できればな、と思い

ます。また、他の診療科も見学に来たいと思います。1日ありがとうございました。 

○2回目の見学の機会を与えていただきありがとうございました。 



 

 
 

 

○色々とお気づかいいただきありがとうございます。来年また見学に来たいと考えておりますので、何

卒よろしくお願いいたします。 

○本日はお忙しい中見学させていただき、誠にありがとうございました。 

○今回の見学、一年でまだ未熟な中でのものでしたが、また高学年で来たいと思うようなものでした。

ありがとうございました。 

○私の大学のカリキュラム上、日程が取りにくいですが、機会を見つけてまた来ようと思います。一日

ありがとうございました。 

○是非研修したいと思います！ 

○有意義な 1日となりました。見学のご手配いただきありがとうございました。 

○研修先を決める上でとても参考になる見学の機会を頂く事が出来て宿舎等も貸して頂け、本当にお世

話になりました。ありがとうございました。 

○夜間見学は内科・外科・小児科の希望がきいてもらえればもっと良かったかなと感じました。2日間お

世話になりました。ありがとうございました。 

○1日では知り得なかったことがたくさんあると思うので、また是非見学に来たいと思います。 

○お給料が安い、、というぼやきをちょこちょこお聞きしましたが、環境や雰囲気はすごくよいなと思い

ました。宿泊したお部屋が新しくてよかったのですが、塗料のにおい？がちょっときつかったので換

気をしてもらえるといいかもしれません。 

○すごく楽しく、有意義な時間を過ごすことができました。研修医宿舎の中の部屋の様子を見てみたい

な、と思いました。もし今度できそうなら、、！もう一回来たいと思います。ありがとうございました。 

○研修医の先生と多くの時間話をすることができ、知りたいことを質問することができました。ありが

とうございました。 

○教育センターの皆さん、先生方、全ての皆さんが優しくていねいに接してくださり、本当に良い見学

となりました。 

○また見学に来たいと思う。 

○先生方が手厚く面倒を見て下さったおかげで、空き時間もなく、様々なことを見せていただき、とて

も充実した見学をすることが出来ました。本当にありがとうございました。また機会がありましたら

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。 

○また見学させていただきますので、よろしくお願いします。 

○研修プログラムの説明がとても分かりやすかったです。 

○もう一度来てみたいと思いました。 

○他の科や当直も今度機会があれば見学したいと思いました。ありがとうございます。 

○今日は 1 日ありがとうございました。先生方や研修医の先生が優しく接して下さり、充実した 1 日と

なりました。 

○病院、診療科の雰囲気をつかむことができました。ありがとうございました。 

○選択科では何科を選んでいる先生が多いですか。本日は 1 日見学させていただき、ありがとうござい

ました。 

○1日半お世話になりました。研修医の先生、上級医の先生方皆優しく、指導熱心ですごく研修しやすい

環境であると思いました。 



 

 
 

 

○2日間ありがとうございました。 

○2日間大変お世話になりました。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

○宿泊もさせて頂き、とても楽しく勉強になる見学でした。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！！ 


