
 

 

 

 

 

実施期間：平成 29 年 2 月 20 日～平成 29 年 3 月 30 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・・・・・・22 人 

② 新・鳴滝塾サイト・・・・・・・・8 人 

③ 長崎医療センターブログ・・・・・1 人 

④ 研修関係のサイト（レジナビ）・・3 人 

⑤ 同級生・・・・・・・・・・・・・8 人 

⑥ 先輩・知人・・・・・・・・・・12 人 

⑦ 新聞雑誌・・・・・・・・・・・・・人 

⑧ 合同説明会・・・・・・・・・・・15 人（レジナビ・九州ブロック） 

⑨ その他・・・・・・・・・・・・・3 人（地元・患者、家族として来院して） 

 

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】 

○非常にわかりやすいスライドでどのようなスケジュールで研修医が働いているのかよく分かりました。 

○各スライドごとに質問がないか聞いて下さり、気になる所を詳しく説明してもらえた。 

○質問にも丁寧に答えていただいて、嬉しかったです。（2） 

○総診、救急共に分かりやすく、質問もし易かったので助かりました。 

○わかりやすく医療センターについて教えていただきました。（2） 

○2 回目だったが、改めて詳しく説明して頂き、大変魅力を感じた。 

○わかりやすかったです。（7） 

○リラックスした雰囲気で私達の要望に合わせて、柔軟な説明をなさって下さりとても分かりやすかったです。 

○プログラムについて知りたかったので、参考になりました。 

○レジナビで一度説明をしていただきましたが、さらに詳しく分かりやすく説明していただきよかったです。 

○コンパクトに要点がまとめられていて、分かりやすかった。（2） 

○実際の研修中の様子やイベントの様子などの写真がたくさんあり、イメージが湧きました。 

○プログラムや研修環境について分かりやすく説明していただけて、良かったです。 

○とてもわかりやすく、しっかりとしてプログラムであることが良くわかりました。 

○研修医が 2 年間でどのようなことを目標に過ごすかなど、知らなかったこともよくわかりました。 

○分かりやすく、聞きやすい説明でした。 

○実習・研修以外でも学会発表や、手技の講習会→認定制度などフォロー体勢が充実していると理解できまし

た。 

○研修システムや院内の雰囲気等が分かりやすかった。 

○細かい部分までご説明していただけました。 

○説明の時間がちょうど良く分かりやすかったです。 
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○特徴や強みがよくわかったのでよかったです。 

○病院のことを知る意味で初日のお昼の方が適しているのかなと思いました。説明の仕方はわかりやすかった

です。 

○研修医教育に対する病院の熱意が伝わって良かったです。 

○時間は長すぎず短すぎず、ちょうど良かったです。 

○とてもわかりやすい説明でした。教育に熱心であることが伝わるスライドでした。 

★診療科見学★ 

【総合診療科】 

○様々な疾患を見ることができてとてもためになった。 

○外来見学と急性期の患者さんの対応の見学をさせていただき、他科のドクターとの連携がスムーズで雰囲気

の良さが伝わってきました。見学ができてとても良かったと思いました。 

○指導医の先生も優しく、研修医の先生もたくさんお話させていただけて満足度が高かったです！ 

○朝カンファで担当患者を挙手制で決めるのは驚きました。しかし自主性をもって取り組む、という意味では

自分次第ですし、常に 8 人～10 人の担当を持つことになり、それで手一杯と聞きました。 

○指導医の先生のお話しがとてもわかりやすかったです。研修医の先生方もやさしい方ばかりで、緊張がほぐ

れました。 

○指導医の先生に回診に連れていってもらい、実際に患者さんのもとでこれからの大学での実習に向けてさま

ざまなアドバイズがいただけてとても良かったです。 

○指導医、研修医の先生から総合診療科で実際にどのようなことを行っているのかを聞くことができ、自分も

研修をしたいと思いました。 

○この病院を代表する科を見られてとても感動した。 

○先生がとても丁寧に接してくださり、スライドで総診についても教えてくださり、とても為になりました。

学校の実習では教えてもらえないことも教えていただき、ここで研修すればいろいろな事ができるようにな

るなと思いました。 

○外来や病棟で聴診や触診の要点をレクチャーして頂いて、勉強になった。研修医と指導医がよいコミュニケ

ーションをとっていて、自分を高めるのに十分すぎる環境だと思った。 

○丁寧に対応していただきました。 

○実際に患者さんを見たり、カンファの見学できて良かったです。研修医の先生方から医療センターの総合診

療科の魅力も聞くことが出来、とても参考になりました。 

○病院の案内などもしていただいたりしてとても優しかったです。研修医の先生方も質問などに答えていただ

きうれしく思います。 

○病院内の案内、総合診療について、他科との関連などたくさんお話をきけてとてもよかったです。 

○元々総合診療に興味があったため貴院の方針、実習内容等のお話しは魅力的に感じました。病棟回診でも

色々な患者さんがいらっしゃり勉強になりそうだと感じました。 

○見学科ごとのスライド説明があり、病院内での位置づけや役割が非常に明確となり、患者の受入れ体勢がし

っかりしており、かつ。実習中に学ぶべき内容も明確化されるため、とても実践的な 2 年間になるように

感じました。 

○午前中に、忙しい中丁寧に科の説明等を受け、大変良かったです。 



 

 

 

○様々な症例の患者さんがいて勉強になると思いました。 

○指導医がお忙しい中説明なさっていて、とても勉強になりました。ただ、見学をするのみでなく、病院の実

習のように CT の画像を読んだりすることがとてもためになりました。 

○指導医の先生方がステキな方が多い印象でした。屋根瓦式がしっかりしており、実力がつきそうだと思いま

した。 

○色々なことを教えて頂きながら普段の業務を見学でき、病院の雰囲気を知ることができました。 

○先生、研修医の先生たちがとても親切でした。病気の説明がとても分かりやすかったです。 

【救命救急センター】 

○ドクターヘリの見学がとてもたのしかったです。 

○へりにのせていただけたり、初期対応の現場で教えていただけて勉強しなきゃ、、、！と感じました。 

○救急車での搬送から画像検査まで、丁寧に教えていただけて自分が研修医になってからもこの雰囲気で指導

して頂けるのは幸せだろうと思いました。 

○処置から勉強の仕方まで、いろいろ教えて頂いた。 

○丁寧に施設説明をしていただき、ありがたかった。 

○科の概要やドクターヘリの説明など、どれも大変分かりやすかったです。研修医の先生方も症例を説明して

下さったり、病院の雰囲気を教えて下さったのでとても良かったです。 

○ついてくださった研修医の先生が当日来院した患者さんについて細かく教えてくださり、今後の方針まで細

かに教えて下さりとても良かったです。 

○研修医の対応力が見られてよかった。見学に来てよかった。 

○救命センターの特徴・実際など見学できて良かったです。研修医の先生に優しく案内していただき有難かっ

たです。 

○丁寧に接して頂きました。よかったです。 

○救急の現状や長崎医療センターの救急の仕組みがよく分かった。 

○カンファ・ドクターヘリなどを実際に見学させていただきました。また、救命センターのスライドショーや

病棟の見学もさせていただき、丁寧に解説していただきました。 

○設備の説明や見学で、ICU だけでなくドクターヘリなども実際に見ることが出来、とても良かったです。レ

ジデントの先生の、救急に進んだ理由なども深く聞けて良かったです。 

○患者状態の安定/不安低でまず振り分け、診断がつき、より専門的な治療が必要なら他診療科紹介、と明確

化されたことが病院内でも共有されていることは、とても有益（患者側・病院側）だと感じました。 

○忙しく、研修医の先生の話は聞くことはできませんでしたが、いろいろな人達に気を配って頂き、疎外感な

く見学させていただきました。 

○患者さんのことを丁寧に説明してくださったのは、ありがたかったです。ただ、救急車が来て、その現場を

見てみたかったです。 

○救急救命では患者が見れなかったのですが、業務はよくわかりました。 

○カンファも充実している印象で、指導医の先生方からしっかり指導をうけているなと思いました。 

○普段の業務を知れて良かったです。また、病院の特徴を知れたのでよかったです。 

【外科】 

○外科の先生がとても親切でした。 



 

 

 

○進んで話をしてくださった。オペの手伝いもできてよかった。話をしやすい雰囲気だった。 

○実際にオペに入ったり、研修医や指導医の先生ともお話しできてとても良かったです。 

【産婦人科】 

○手術に参加できてよかった。 

○この病院の中でも産婦人科が重要な位置にあって、いつでも手術ができるように優遇されているのが印象的

でした。可能であれば産科の外来なども見てみたかったです。 

【小児科】 

○指導医の先生方から研修生活や研修プログラムの良い点についてお話しを伺うことができました。 

○とても楽しかったです。どの先生方も親切にしてくださって、色々と勉強させて頂きました。NICU に入る

ことができて良かったです。 

○優しく教えていただけてありがたかったです。 

○指導医の先生が丁寧に病棟案内などもしてくださってよかったです。研修医が少ない時期ということもあり、

あまり話を聞けなかったのは、残念でした。 

○研修医の仕事内容など詳しく教えていただくことができました。 

【麻酔科】 

○使用する薬の説明や麻酔の流れを分かりやすく教えてもらえました。また研修医の方と話す時間が長く取る

ことができ、色んな情報を聞くことができました。 

【消化管内科】 

○診療科の特徴を教えていただき、研修医の先生に案内していただきました。 

○ESD の見学をした。その科に入ったらどのようなことをするのかの説明が分かりやすかった。 

【循環器内科】 

○カテーテル検査を、先生が手順を説明しながら教えていただけて良かったです。 

○カテーテル検査、治療の見学をさせて頂き、1 つ 1 つ丁寧に教えて頂いた。 

○カテなどを見学できてよかった。 

○午前中の見学であったため、カテーテル飲みの見学となったため、病棟診療のようすも見学したかったよう

に思います。先生方は皆様優しく解説等してくださりました。 

○Da が多いかであったが、どの先生にも丁寧に説明して頂けました。CAG の見学をしたが、研修医まで仲

の良い雰囲気でした。 

○雰囲気も明るく熱意がある先生方でした。 

○どの先生も優しく説明して下さって、非常に満足できました。研修医の先生が色々と教えて下さってために

なりました。 

【肝臓内科】 

○丁寧に指導していただけました。 

○回診の流れがみれてよかった。研修医の先生も丁寧で親切だった。 

【血液内科】 

○非常に明るく迎えて下さり、病棟の説明や採血の練習させていただけました。 

【神経内科】 

○脳卒中の SHOT のお話が聞けて良かったです。 



 

 

 

○診察させてもらう機会が多くて、とても勉強になりました。 

（自分の勉強不足を改めて実感させられました、、、。がんばります！） 

【呼吸器内科】 

○先生方が丁寧に説明してくださったので勉強になりました。 

○優しく対応していただき、実際の検査の説明なども詳しくしていただきました。 

【心臓血管外科】 

○実際に術野に入れていただけて良かったです。 

○対応が非常に良かったのですが、手術がなくなってしまったのが残念でした。 

【病理】 

○大学での実習であまり病理医の先生方が日常的にとのようなことをされているか分からなかった事もあり、

よく多くの事を教えていただき、将来のイメージがつきやすくなりました。先生方は皆様丁寧に指導して下

さいました。 

【放射線科】 

○読影と放射線治療の見学をしたが、医師だけでなく、放射線技師も対応が良かったです。施設も一通り見学

でき、良い経験となりました。 

○雰囲気もよく、熱心に教えていただき、とてもためになりました。 

★夜間研修見学★ 

○内科当直でしたが、患者さんが少ない時は外科や小児まで見学させてもらえて、色々教えてもらいました。

熱心な先生が多いなという印象です。 

○わかりやすく説明していただきました。 

○夜中の緊急オペに入れていただけました。 

○いろいろ丁寧に教えてもらいました。 

○内科、外科当直の両方を見ることができてとても良い経験となった。また、丁寧に指導していただいて良か

った。 

○研修医の先生方にいろいろお話をうかがえた。 

○21 時まで電話がなかったが、その後 2 症例の対応を見学できた。研修医の先生の仕事ぶりを見て、自分も

訓練して、できるようになりたいと思った。 

○実際、どのようにして研修医が対応しているのか見学できてよかった。 

○数は少なかったのですが、その分丁寧に教えて頂けました。 

○救急症例があまりなかったことは残念でした。 

○walk-in の様子も見たかったです。 

★研修医とのランチタイム★ 

○有意義な情報が得られました。 

○明るく気さくで研修や将来の話を聞くことができ、満足しています。 

○研修医の先生方と緊張せずにお話をうかがえて、楽しかったです。 

○初期研修医の先生方同士、雰囲気がよく、学年を超えていい関係性が見られた気がします。食事もおいしか

ったです。 

○楽しい雰囲気で、研修についての話が聞けました。 



 

 

 

○一生懸命、いろんなことを説明して頂いた。 

○病院の雰囲気が伝わりました。 

○研修医の人たちは話しやすく、いろいろなことをきけて良かった。 

○研修医としてきつかったことや悩んだ事、逆に楽しかったことや満足していることなどが聞けて、とても楽

しかったです。 

○実際の研修医の方の勤務中以外でのお話しを聞くことができ良かったです。病院以外でのお話しや研修医同

士の仲の良さが伺えてとても良い病院だと思いました。 

○研修生活や採用試験の際の面接や小論文のことについてお話を伺うことができました。 

○楽しかったですし食堂も眺めが良くて素敵でした。普段の実習では複数の学生に対して先生 1 人という形

式なので、普段はなかなか聞くことのできない研修のお話しなどをたくさん聞かせていただくことができま

した。 

○フランクにいろいろ答えていただいて、いろいろな疑問が解消できた。研修医同士の仲の良さも見られて安

心した。 

○とても話しやすく、実際の研修生活についてお話を聞くことができ楽しかったです。 

○優しく接して頂き、聞きづらいことも相談に乗ってもらえました。 

○気さくになんでも話して下さってすごく参考になった。 

○たくさんお話が聞けました。（2） 

○研修医の方々に日々の生活のことから研修先を決めた理由、研修で特に勉強になったことまで幅広く丁寧に

教えていただきました。 

○研修医の先生の生の声が聞けて良かったです。指導医の先生からの指導体制だけでなく、研修医同士の交友

関係なども聞くことが出来、実際に研修をする際のイメージもしやすくなりました。 

○病院を見学する前であったんですが、積極的に話などをふって頂いたのでとても話しやすかったです。緊張

していたのでほぐれました。 

○本音で話をすることができて、とても充実した時間でした。 

○研修医の一日がどんな感じなのか、この病院の良い所は何かなど、色々なお話をきけました。 

○自分たちに近い立場からのコメント、おすすめできる理由など伺えて有意義でした。 

○大学や国試など、病院以外の残り 1 年間のお話しも聞けて、とてもためになりました。 

○年齢の近い先生と話、就労環境や生活環境を聞くことができ、参考になりました。 

○とても優しく声をかけてくださって、色々な話を聞けて良かったです。 

○研修医の先生方との昼食では、なぜこの病院を選んだのかを聞くことができたので、よかったです。 

○聞きたいことが聞けたのでとても勉強になりました。 

○色々なお話しを聞けたので良かったです。 

○試験のことや研修医の業務について教えて頂けてよかったです。 

○研修医の先生方が質問にもたくさんくださり、話している中で楽しく研修されているのが伝わってきまし

た！ 

○楽しかったです。もう少しゆっくり話せる時間がほしかったです。 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○プライマリケア習得だけでなく、学会発表や論文作成といった指導も熱心にされている先生もいて、全体と



 

 

 

してモチベーションが高くみな成長し合える環境だなと感じました。 

○やる気をもって、しっかりと実力をつけていける印象をもちました。 

○研修医どうし仲良く、先生かたとの垣根が低く、雰囲気がよかったです。 

○2 年間医療センターで勉強できればいいなと思います。 

○雰囲気がとても良く、本当に教育に熱心な病院だと改めて感じた。 

○とても良い所だと思います。 

○研修体制が整っており、良かった。 

○お会いした研修医の先生方が全員活き活きとしていたのが印象的でした。今日はほんの一部しか見学できま

せんでしたが、また見学に行きたいと思いました。 

○総合診療科、救急科の両方で専門によらない幅広い知識、能力を必要とされ、様々な経験をつむことのでき

るとても良い病院でした。 

○様々な診療科がそろっており、研修プログラムや指導医の先生方も非常に魅力的でした。 

○当直の回数や、上の先生がサポートしてくださる体勢が魅力的でした。他にも勉強会や学会発表のチャンス

があったりと勉強する場が整っているなと感じます。プログラムも選択科が少ないことが気になってはいま

したが、それによるメリットがあるのだと理解できました。先生方が優しくて良いなと感じました。 

○長崎ではここ以外考えられない、とまで言い切れるくらいとても良かった。 

○2 回目の見学でしたが、前回の見学では分からなかった魅力もあり研修病院として惹かれました。ぜひ志望

させていただきたいです。 

○ぜひ研修したいです。 

○見学は 2 度めだったが、やはりすごく研修したいと感じた。医師としての一歩を踏み出すのに十分な設備

とプログラム、熱心な先生方がそろっていると感じた。 

○雰囲気も良く、とても丁寧に対応していただけました。 

○指導医の先生方の研修医への愛情の深さ、研修医の先生方の意欲の大きさを感じました。 

○指導医や同期との関係もよく、多くの診療科がそろっているということで、大きな魅力を感じました。 

○昼からのコースであったので、他の科なども見学したいと思いました。また先生たちの人柄がとても良かっ

ただけに、もっと知ってみたいと思いました。 

○大学病院と違って、スタッフの皆様の距離感が近く、楽しく仕事ができそうな印象でした。 

○今回 2 回目の見学でしたが、この病院で働きたいと強く思いました。研修教育センターの方々もとても親

切で緊張が和らぎました。 

○1 世代 20 人近い研修医を抱えているにも関わらず全員をカバーできる教育体制であるように感じました。

病院全体としても非常に雰囲気が良いと感じました。 

○病院の制度のほか、教育体制、見学者の受入れなど全てがしっかりしていて、とてもためになる見学会でし

た。機会があれば、是非研修をさせていただきたいと思います。 

○大変良かったです。 

○研修プログラムが非常に洗練されており、魅力的に感じました。院内の雰囲気も良く、マッチングの第一志

望となり得る病院でした。 

○しっかりとした研修プログラムのもとで、医療者としての技術、態度、知識を高められると感じました。 

○研修のプログラムがしっかりしている病院だと感じました。研修医がやりっぱなしにするのではなく、しっ



 

 

 

かりとフィードバックすることが出来る点に魅力を感じました。 

○雰囲気が良く、対応も丁寧で非常に良いと思いました。先生方も魅力的な方ばかりだと感じました。 

○研修医の先生方が楽しそうにそれぞれ頑張っている印象が強かったです。自主的な勉強会などもあるようで、

やる気次第でとても実力がつく病院だと思いました。 

○熱心に指導して下さる感じがして非常によかったです。 

○研修医の先生方がやる気に満ちていて、活気があってよかったです。 

○とても教えるのに熱心な先生が多く、また研修医の先生方も数が多くみんなで助け合っているのが良かった

です。 

○幅広い患者を見ることができるという点で、とても鍛えられる病院だったと感じました。 

★最後になんでもどうぞ！ 

○とても参考になりました。 

○2 回目の見学でしたが、1 回目とはまた違った発見ができ、研修医の先生とも多く話す時間ができてよかっ

たです。6 月にクリクラでお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。 

○先生方に手厚く対応していただけて、初めての見学でしたが、充実した気もちです！1 日でしたが、本当に

ありがとうございました。 

○医療センターで研修できるように勉強がんばります。 

○面接の際はよろしくお願いします。 

○もう一度、見学に行きたいと思いました。お世話になりました。 

○2 回目の見学でしたが、とても勉強になりました。ありがとうございます。 

○4 月から大学で実習を始めると、また着眼点が変わってくると思いますので、ぜひまた見学させて頂きたい

と考えております。今日 1 日大変お世話になりました。ありがとうございました。 

○関わった指導医、研修医の先生たち全てがとてもよくしてくださり、お忙しい中にも関わらず、様々なこと

を学ぶことができました。ありがとうございました。 

○2 回目の見学でしたが、前回とはまた違った面を見学することができて良かったです。 

○初めての病院見学で緊張していましたがとても楽しかったです。実際に病院をみないとわからないことがあ

るのだと感じました。また機会を見つけて他の科も見学したいです。 

○もっと早く見学にくればよかったと思いました。 

○希望通りに日程を調整していただき、充実した 1 日を過ごすことができました。本当にありがとうござい

ました。 

○倍率高いことが唯一不安ですが、一生懸命勉強して戻ってきたいです！！ 

○とても親切にしていただけて、本当に参考になりました。ありがとうございました。 

○お忙しいところ見学させてもらってありがとうございました。とても充実していました。 

○お忙しいなか、本当に丁寧に対応していただき、誠にありがとうございました。 

○今日は突然見学させて頂いたにも関わらず、わかりやすく説明をしてくださったり案内をして頂き、ありが

とうございました。また見学をさせていただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

○来年からこちらの病院で研修ができるように勉強を頑張りたいと思います。ありがとうございました。 

○この度は研修、見学を受入れていただきありがとうございました。研修制度のハード面のはか、先生

方や研修医の先生方のソフト面など、深く病院を知る事ができました。貴重な機会をいただき、あり



 

 

 

がとうございました。 

○今日一日ありがとうございました。 

○今回当直を見ることができなかったので今度は当直を見学したいです。 

○研修医の先生がとても親身に教えてくださったので、とても充実した見学になりました。 

○救命、総診が充実している病院として見学させていただきましたが、どの科に行っても指導が行きわ

たっている印象があり、よかったです。また見学させて頂く際はよろしくお願い致します。 

○今日 1 日ありがとうございました。有意義な見学になり、非常に勉強になりました。またよろしくお

願い致します。 

○また見学に来ようと思います。 

○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。 

○今回はポリクリが始まったばかりの時期での見学だったので、分からないところが少々ありました。

ポリクリが終わった頃に再び見学したいです。（夜間研修見学にも興味があります。） 

 

 

 

 

 

 

 


