
 

 

 

 

 

 

実施期間：平成 29年 7月 4日～平成 29年 8月 31日    参加学生数： 47 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  16人 

② 新・鳴滝塾サイト    7人 

③ 長崎医療センターブログ 1人 

④ 研修関係のサイト      0人 

⑤ 同級生          12人 

⑥ 先輩・知人          27人 

⑦ 新聞雑誌             0人 

 

⑧ 合同説明会          16人 

（レジナビ、九州医療センター、新・鳴滝塾、

福岡） 

⑨ その他         4人 

（家族、大学の講義、祖父が入院していた）                 

                            

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】 

○特に今回は面接試験についてもお伺いすることができ、いい機会になりました。 

○研修カリキュラムから、イベント事まで簡潔に教えて頂き、分かりやすかったです。 

○見やすく、知りたいことがきちんとまとめられていて良かった。 

○研修プログラム等、分かりやすく説明していただけて良かった。 

○ていねいに説明して頂いて、初めて見学に来ても、とても分かりやすかったです。 

○プログラムの内容が一番気になっていた所だったので、詳しく説明して頂いて助かりました。 

○簡潔で分かりやすく、まとまっており、時間もちょうど良かったと思います。 

○病院について、プログラムについて、福利厚生など知りたい情報がだいたい説明して頂きました。時

間もちょうどよく、分かりやすい説明でした。 

○病院の現状だったり、給与の話など実際に働く環境を知ることができ、検討材料になりました。 

〇長崎医療センターでの研修についてのイメージをつかむことが出来ました。 

〇スライドに書いてある内容以上のことを知ることが出来て、聞く事ができてよかったです。 

○とてもわかりやすく、時間も長くなく聞きやすかったです。 

○病院の HPでも見ることができて、概要を知ることができました。 

○研修の制度についてよくわかる内容でした。 

○研修医がファーストタッチを行う点がすごく良かったです。 

○病院の概要から初期研修の詳細まで分かりやすく丁寧に教えていただき、ホームページよりもさらに

多くの情報を得ることができました。 

○明るい雰囲気で、説明していただいた。質問もしやすくてよかった。 

○和やかな雰囲気で内容もコンパクトにまとめられており、途中で簡単な質問を聞いてくださったので

とてもわかりやすかったです。 

○とてもわかりやすく、自分の医師像にあっているかわかった。 

○知りたい情報を的確にわかりやすく教えていただき理解が深まった。また、新専門医制度の話もあり

よかった。 

○丁寧でわかりやすかったです。プリントも準備して頂きありがたかったです。 
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○長崎医療センターの魅力がとてもよく伝わってきました。 

○研修プログラムの特徴や夜間当直の体制など、自分が気になっていた情報を得ることができてよかっ

た。 

★診療科見学★ 

【総合診療科】 

○大学の総合診療とは立ち位置が違っていて、学生に分かりやすい説明だった。 

○大学に総診がなかったため、今回の見学で総診のイメージが変わりました。 

○研修医の先生に相手していただき、総診での研修がどのようなものか見ることができ、良かったです。 

○お忙しい中、症例について教えて頂いたり、初期研修について教えて頂いたりして、とても勉強にな

りました。 

○外来見学が一番おもしろかったです。午前中に見学にきたらもっと良かったなと思いました興味があ

る旨を伝えたら、カンファにも参加させて頂けました。 

○症例数、症例の種類が豊富で、研修医も戦力として、働いていて力がつきそうな環境だなと感じまし

た。 

○最初に総合診療科についてのオリエンテーションがあり、とても分かりやすかったです。短い時間で

も、研修医の先生に処置などを見学させていただけて良かったです。 

○実際にどのような疾患さんが受信、入院対象になっているのかを診る事ができて有意義でした。 

○研修医の先生が予診から診察、検査、入院指示までやられていて、研修の実際の様子を見ることがで

きました。 

○総合診療科が具体的に何をやっているのかがよく分かりました。研修医の先生にはエコーやルートの

取り方等も教えて頂けて、勉強になりました。 

○最初に総合診療科についてスライドで説明していただいたので、この科での研修について具体的なイ

メージを持つことができたほか、研修医の先生に採血をさせていただいて勉強になりました。 

○出身大学の総診の雰囲気が全然違って、ここで研修できたらいいなと思いました。 

○回診を見学させてもらったが、説明もして頂きとてもよかった 

○初めて見学する科でしたが、とても丁寧に説明してくださり理解が深まりました。とても魅力的な科

だなと思いました。 

○総合診療科の業務内容を丁寧に教えて頂き、またカンファでは指導医の先生のやりとりを見て、質問

がしやすい雰囲気であることがすごく伝わってきてよかったです。 

○色んな立場の先生方のお世話が聞けてどういうタイプの総合診療科なのかよく理解できた。 

○先生方がとても優しく、普段の研修の様子も聞けて良かったです。 

○他の専門機関とは異なり、幅広い主訴に対して診断、治療が求められていることを改めて理解した。

また、初期研修医の段階から初診の患者さんの問診をとったり、治療方針を指導医、レジデントと共

に考えて実行するなど、様々な経験が積めると分かり大変魅力を感じました。 

○先生が楽しそうに紹介してくれたのでこちらとしても楽しかった。歩き回っていろいろ見れて満足度

が高かった。 

【救命救急センター】 

○ドクターヘリをみさせていただきました。救急の大変さを感じました。 



 

 

 

 

○研修医の先生が空いた時間もエコーを練習させて下さり、充実した時間を過ごすことができました。 

○カンファやドクヘリにも乗せていただいて、救命救急の雰囲気を見ることができました。 

○救急車が来なかったことは残念でしたが、研修医の先生がその間もずっとためになる話をして頂いて

良かったです。 

○最初に救命救急センターについてのオリエンテーションがあり、とても分かりやすかったです。患者

さんや施設、設備など一通り案内して頂けて、充実してました。 

○実際の救命救急の現場を見学することができました。研修医の先生の話を聞く事ができました。 

○診療科の紹介のスライド説明や、ドクターヘリの見学、研修医について回ったりして雰囲気をよく知

ることができました。色々なお話しも聞けてよかったです。 

○小児当直に帯同させて頂き、そばにつかせて下さっていたので医療センターのことをよく説明してく

ださいました。 

○救命科でどのようなことをやっているのかがよく分かりました。 

○研修医の先生の初期対応の様子をみせていただいたり、ドクターヘリをみせていただいたりしてとて

も充実した時間でした。 

○初療、ドクターヘリを見せていただけてとても興味がわきました。 

○様々な患者が搬送されていることを感じました。残念ながら見学中に救急車が来ることはなかったの

ですが、テキパキとした先生が多い印象でした。 

○次々と救急車が到着して患者さんが搬送されていたが、研修医の先生も精力的に動かれていたのが印

象的でした。 

○とても忙しそうで、やりがいがありそうだと感じた。 

○雰囲気が非常に良く、また見学にきたい。知りたい事も十分にきくことができ満足 

○中々、簡単ではない患者が運ばれてきましたが、しっかりチームワークを発揮して冷静に対応されて

いて、救急にしっかり力を入れていると再確認できました。血液培養のお手伝いもさせて頂き、とて

も楽しく充実していました。 

○救急車、ドクターヘリが来るところに立ちあえなかったが、丁寧に説明してくれて満足でした。 

【小児科】 

○病棟の患者さんの疾患や件における医療センターの位置づけなど様々なことを教えていただきました。 

○様々な疾患の患者さんが入院しており、バランスよく症例を見ることができると思いました。指導の

先生に各疾患の説明をしていただき、勉強になりました。 

○指導医の先生、研修医の先生、共にとても優しく医学のことから病院のことまで丁寧に教えていただ

けました。NICUに入れたのがともて印象的でした。 

【呼吸器内科】 

○先生方が丁寧に説明してくださり、とても雰囲気がよかったです。 

○胸水搾刺を見せてもらえました。患者さんの説明を詳しく頂いて、勉強になりました。 

○気管支炎の検査を詳しく見る事ができました。 

○処置を中心に見せて頂きました。詳しい解説があったので充実しました。 

○お忙しい中、親切に対応して頂けて、気管支鏡も見学できて満足でした。 

○ただ説明を受けるだけでなく、気管支鏡や麻酔を先生の指導のもと体験することができ、有意義だっ



 

 

 

 

た。また、初期研修医への指導の様子を実際に見られて、呼吸器内科での研修をより具体的にイメー

ジすることができた。 

【産婦人科】 

○エコーをさせてもらいました。 

○カンファ、帝王切開までみせていただいて本当に勉強になりました。これからの産婦人科のスタイル

など新しい発見が多かったです。 

【外科】 

○手術見学でしたが、術中先生方が説明してくださり、何の操作なのか理解しながら見学できました。 

○3Dでラパマインドを見学させていただきました。 

○先生方とても優しくご指導してくださりました。説明も分かりやすかったです。 

【病理】 

○スライドの説明は分かりやすく大変勉強になりました！ 

【脳神経外科】 

○予定外に午後も見学させていただきありがとうございます。ファイルなども用意して頂きうれしかっ

たです。 

【泌尿器科】 

○実際に、尿道カテーテルの挿入をさせて頂いた。 

○手術に入らせて頂いて、補助も入らせて頂き、ただ見学するだけより雰囲気を感じることができまし

た。ルートの確保など幅広く泌尿器でカバーしているのも良いと感じました。 

【消化器内科】 

○たまたま内視鏡件数が多く、手技を見学することはあまりできなかったが、先生方からのお話しが非

常にためになりました。 

○内視鏡検査の見学と模型での操作をさせていただいて楽しかったです。カンファレンスを見てみたい

と思いました。 

○指導医、研修医とも丁寧に対応してくださり、とても良かったです。 

〇内視鏡の手技を模型を使って丁寧に教えて頂きました。たまたま、患者さんが少なくあまり手術を見

学することはできませんでしたが、空いた時間研修医の先生が色々な疑問や働くとどんな感じなのか

アドバイスを頂けてありがたかったです。 

【腎臓内科】 

○指導体制がとても良かったです。 

○とても勉強になりました。 

○血液シャントの造影するのに、中に入らせてもらった。先生方の説明も丁寧でわかりやすかった。 

【神経内科】 

○神経診療について、診療の注意や方法などを教えてくださり、いい復習の機会になりました。研修医

の先生にもお世話になりました。 

【血液内科】 

○時間が短かったのと、当日検査がなく見学ができなかったのが残念です。 

 



 

 

 

 

【循環器内科】 

○実際の冠動脈スラント留置の手術を見学させて頂きました。忙しい中、優しく今後にいる手技など詳

しく説明して頂きありがとうございました。 

○カテーテルの見学をさせて頂き、説明も忙しい中、して下さりました。 

○雰囲気が明るく、話しかけやすかった。先生方からもいろいろと話しかけてもらい、緊張がほぐれま

した。楽しくお話しをさせてもらいました。 

○自身の将来希望する科ということもあり、とても興味深かったです。先生方とても優しく、いろんな

ことを教えてくださりました。 

【放射線科】 

○放射線科の診療機器を見学でき、またその仕組みなどを丁寧に解説していただいたので、とても勉強

になりました。 

【精神科】 

○指導医の先生をはじめとしたすべての先生方に親切にしていただき、また、患者さんやそのご家族へ

の説明や、カンファレンスにも同席させて頂き、あっと言う間の見学でした。 

★夜間研修見学★ 

○めずらしくなかなか夜間救急が少ない日にあたったそうですが、研修医の先生のお話しを多く聞かせ

ていただきました。 

○非常にお忙しい中対応して頂いて、とてもお勉強になりました。時間があるときは先生方のお話しも

聞けて良かったです。 

○心電図をとったり、問診をしたりさせて頂きました。忙しい中ありがとうございました。たまたま来

院者数が少なかった事だけが心残りでした。代わりに研修医の先生に色々な話が聞けました。遅くま

でお世話になりました。 

○ほとんど患者さんが来なかったのが残念でしたが、患者さんが来たときは研修医の先生が一緒に診察

させてもらえて、勉強になりました。 

〇検査待ちの時間を使って、いかに対応するかたくさん受信があった時の動きを見せていただきました。 

〇小児当直でした。研修医の先生とゆっくり話す時間があったのでよかったです。 

○当直での研修医の仕事を実際みることができたし、指導医の先生の指導もとてもわかりやすかったで

す。指導体制が充実しているという印象を受けました。 

〇研修医の先生も指導医の先生もとても親切で、当直での診療やアセスメントの様子を見ることができ

て勉強になりました。 

○walk-inも救急車もテキパキと対応される研修医の先生を見て、私もこのように成長したい！とおもい

ました。 

○患者さんへの対応で忙しいにも関わらず、時間を見つけて研修医の方が色々と病気や治療について教

えて下さり、実りのある見学となった。 

○コンビニでごはんをおごってくれて、当直中も間をぬって教えてくれたりしました。結構ずっと患者

さんがきて忙しかった。 

★研修医とのランチタイム★ 

○採用試験について良いアドバイスを頂けました。楽しく食事もできました。 



 

 

 

 

○様々な話を研修医目線で聞く事ができて良かった。 

○マッチング時の事について色々教えて頂き、非常に参考になりました。ご一緒した先生方も優しい方

ばかりで話やすかったです。 

○研修医の先生方から日頃の生活のお話しを聞くことができました。 

○様々な病院について情報を得ることができた。 

○マッチングもついてたくさん質問をしたのに、嫌な顔もなく答えて下さり、応援までしていただいて、

とても有意義な時間でした。 

○宿舎やふだんの生活の様子など聞くことができ、楽しく良い時間を過ごすことができた。 

○初期研修の実際のことや採用面接のコツについて教えて頂き、これからのことを、具体的にかんがえ

ることができました。とても優しく教えて下さったのでよかったです。 

○上級医の先生方がいなかったので緊張もせず、色々な話が聞けました。和気あいあいとした雰囲気で

楽しかったです。 

○病院について教えて下さったり、相談にのってくださったりしてとても良かったです。 

〇研修医の先生が腹をわって話してくださったので、ためになりました。 

〇国家試験のこと、マッチングのこと、研修生活のことなど、研修医の先生から直接聞けてとても参考

になりました。 

〇昼ごはんごちそうさまでした。非常に面白い先生で、楽しく、リアルな研修医生活を教えて頂きまし

た。ありがとうございました。 

〇景色が良かったです。 

〇研修医の先生の生の声を聞く事ができていろんな質問も答えていただいてよかったです。 

〇研修医の先生方の普段の生活についてのことや、先生方はどのように研修医病院早紀を決めたのかな

ど、なかなか聞けないお話しも聞くことができたので、良かったです。 

○生の声をきけてとても良かったです。 

○お忙しいにもかかわらず時間を割っていただいてとてもありがたかったし、研修について他の病院と

の違いなど詳しく教えていただきました。食堂の食事はおいしかったし、素敵な先生ばかりでとても

楽しかったです。 

〇知りたい情報、研修医同士の雰囲気などがわかりよかったです。 

○先生たちが和やかな雰囲気で話してくださったので、とてもリラックスしながら病院のことを聞くこ

とができて、有意義な時間でした。 

○長崎全体お医療事情や、研修生活など幅広い話題についてお話してとても参考になりました。研修医

にとって重視していることなどが興味深かったです。 

○こちらが知りたいことを建前なしに教えていただいた。また、研修医の先生方同士も仲の良い様子が

伝わり、雰囲気もよかった。 

○みなさん温かい雰囲気でどんな質問にも答えて下さり、ありがたかったです。 

○話しやすい先生方ばかりで楽しくお話しができた。先生方も楽しく研修されているのが伝わってきて

よかった。 

○久々に先輩に会えて楽しかったです。 

○自分に 2 人もついてくれて、とても気さくに話して頂いて様々な病院に関する情報を教えて頂き、あ



 

 

 

 

りがたかったです。とても好印象でした。 

○実際に研修医の方から研修の日常の様子について話を伺うことができ、初期研修をより具体的にイメ

ージすることができた。 

○ざっくばらんに質問できた。ごはんもバイキング形式でたくさん食べれた。 

★研修する病院としての印象はいかがでしたか？★ 

○研修医が大切にされている感じがする。 

○医師として初めの 2年間を過ごすには申し分ない環境だと感じました。教育体制もしっかりしており、

やる気次第でかなり学べる印象です。 

○すごく研修制度が整っていて、ここで研修をすれば、しっかり臨床で対応する力がつくと思いました。 

○施設や研修の指導体制などの雰囲気がよかった。 

○全体的にとても良い雰囲気でした！ 

○救急、総診充実しており、ジェネラルに患者を診ることが出来そう！と感じた。 

○前回、見られなかった科を見ることができたので、強みの部分を見ることができ、是非、してみたい

なと思いました。 

○今秋の見学を通して、先生方の熱心な指導や研修医の先生方のお話しもふまえた上で、ぜひ医療セン

ターで研修したいと思いました。 

○勉強する環境が整っているなと強く感じました。自分の処理能力が追いつくか少し不安な所はありま

すが、2年間頑張り切ることができれば実力はつくだろうと思いました。 

○説明が丁寧でとてもよく、先生方も丁寧に接して下さいました。 

○研修環境が整っていると感じました。 

〇幅広く学べるプログラムで、研修医の人数も多く、病棟もきれいなので魅了てきだと思いました。 

〇研修医の先生方が口をそろえて、横のつながりはもちろん、先輩の先生方からのフォローがしっかり

しているとおしゃっていました。自分が分からないことを相談できる環境は研修さきとして有り難い

と思います。 

〇指導体制が充実している印象を受けました。 

○すごく魅力的であると感じました。 

〇研修医の先生方がとても優しく、また救急外来では学生とは一線超えた診察、処置を見せて頂き、す

ごく学べる環境だと思いました。 

○雰囲気がとてもよかった。 

〇教育システムがしっかりされているので、研修先としてはとてもよい病院という印象を受けました。 

○全体がきれいで、研修医のみなさんの雰囲気がよく、サポートを充実している印象でした。 

○教育熱心な先生ばかりで、研修プログラムも充実していると思いました。決して楽ではないけれど、

その分 2年間で大きく成長できるのではないかという印象を受けました。 

〇長崎医療センターで研修できたら確実にスキルアップができるだろうなと思いました。 

○病院の全体的な雰囲気が明るくてよかった。先生方も丁寧で優しかった。プライマリケアの研修教育

がしっかりとなされていると感じた。 

○研修医に考えさせ、きちんと指導する様子を見ることができました。また、どの研修医の先生も教育

面に関しては概ね満足していらっしゃって、楽しそうでしたので、研修する病院として良い印象を持



 

 

 

 

ちました。 

○様々な診療科があり、周囲に大きな病院が少ないこともあり、様々な疾患の患者さんが来られていて、

多くの症例が学べそうだと思いました。研修医の先生も生き生きと活動されていて、充実度の高さが

うかがえました。 

○勉強もできそうだし、自分なりたい医師像にもあっていて、とてもいい印象でした。 

○初めての見学でしたが、非常に充実しており、また研修医の教育体制も整えられていて研修病院とし

てとても惹かれました。 

○是非、貴院で研修したく思いました。様々な所見、疾患を目にして、学びたいと思いました。 

○病院自体はとても魅力的に感じましたが、周りの立地がちょっと… 

○指導医と研修医の仲がとても良く、その他のスタッフの方々もとても優しかったので働きやすそうだ

なと思いました。雰囲気がとてもよかったです。 

○元々、大村という土地にとても馴染みがあり、長崎医療センターにも何度かお世話になっていたので、

ぜひ見学に行きたい病院でした。実際に見学してみて、教育体制がしっかりしており、研修医の方々

もとても居心地が良さそうで、とても好印象でした。 

○以前、ポリクリで救命救急センターをまわった時から、長崎医療センターでの研修に興味がありまし

たが、今回内科系の診療科や当直を見学させていただき、新たな魅力を感じることができました。 

○勉強する環境が整っていると思いまいした。指導者がいいと思いました。 

★最後になんでもどうぞ！ 

○本年度の初期研修医採用試験に応募致しますので、どうかよろしくお願いいします。 

○お忙しい中、いろいろと気をかけてくださりありがとうございます。 

○たくさん聞いたり見たりできた見学でした。ありがとうございました。 

○ぜひ貴院で働きたい！と思いました。今日は 1日お世話になりました。ありがとうございました。 

○研修医の先生方がまだ 4ヶ月位しか働いていなくても、かっこよく見えました。 

○先生方、お忙しい中相手をしてくださり、本当にありがとうございました。 

○とても充実した 1日を過ごすことができました。ありがとうございました。 

○二日間お世話になりました。お忙しい所相手をして頂いて、ありがとうございました。 

○周辺にお店は少ないですが、それでも来たいと思える病院でした。 

○短い間でしたが、ありがとうございました。また、機会があればよろしくお願い致します。 

〇本日はお世話になりました。また、よろしくお願いします。 

〇また来たいです。とても勉強になりました。 

〇また、見学に来たいと思いました。他の科も見てみたいです。 

〇1日半の見学でしたが、どの科でも多くのことを学ばせていただけて、本当にあっという間でした。見

学させていただき本当にありがとうございました。また見学させていただければと思います。 

○先生方がとても丁寧に対応していただけてここで研修したい！と思えました。本当にありがとうござ

いました。 

○次に来たときは総診と救急を見学します。食堂のご飯はとてもおいしかったです。 

○総合診療科を見るためにもう一度見学したいと思っています。この度は、有意義な見学をさせていた

だきまして、ありがとうございました。 



 

 

 

 

○先生たちの食事（特に研修医の夕食）などは、どうされているのかと思いました。また、卒 3 からの

進路をもっと聞いてみたかったです。 

○お世話になりました。今回は短い見学だったのでまた見学をお願いしたいと思います。 

○2泊 3泊と長い間、ありがとうございました。 

○今日 1日お世話になりました。ありがとうございました。 

○診療科の見学ではまずどのような流れになっているのかを先に教えていただけたらよかった。 

○半日でしたが、お忙しい中案内してくださってありがとうございました。 

○また、来年もう一度見学に行ければと考えています。またその時はぜひご指導いただければと思いま

す。この度は大変よくして頂いて、ありがとうございました。 

皆様のご協力、本当に 

ありがとうございました！！ 

 

 


