
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年７月26日(木) 浜松労災病院・・・・・・・・・Ｐ１ 

平成30年８月 １日(水) 静岡県立総合病院・・・・・・・Ｐ３ 

平成30年８月 ２日(木) 沼津市立病院・・・・・・・・・Ｐ５ 

平成30年８月 ７日(火) 藤枝市立総合病院・・・・・・・Ｐ７ 

平成30年８月 ８日(水) 静岡医療センター・・・・・・・Ｐ９ 

平成30年８月 ９日(木) 浜松市国民健康保険佐久間病院・Ｐ11 

平成30年８月10日(金) 静岡県立こころの医療センター・Ｐ13 

平成30年８月13日(月) 聖隷浜松病院・・・・・・・・・Ｐ15 

平成30年８月15日(水) 静岡県立こども病院・・・・・・Ｐ17 

平成30年８月20日(月) 焼津市立総合病院・・・・・・・Ｐ19 

平成30年８月21日(火) 浜松医科大学医学部附属病院・・Ｐ21 

平成30年８月23日(木) 静岡市立静岡病院・・・・・・・Ｐ23 

平成30年８月24日(金) 静岡県立静岡がんセンター・・・Ｐ25 

平成30年８月27日(月) 磐田市立総合病院・・・・・・・Ｐ27 

 

今年度は、１4会場で開催します。 

ぜひ、ご参加ください！！ 



 

 

 

                                             

 

 
 

《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年７月26日（木） 
 ○ 会 場 （病院名）浜松労災病院 
       （住所）静岡県浜松市東区将監町25 
                   【行き方  JR浜松駅バス乗り場10番より 労災病院 下車     】  
○ 日程（予定） 

    13：00～13：30 集合・受付 
    13：30～13：40 趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 
    13：40～14：00 院長挨拶 
    14：00～14：30 先輩医師（初期臨床研修医） 
    14：30～15：30 病院見学 
    15：30～    解散 
 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（浜松労災病院） 
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312

240

独立行政法人労働者健康安全機構
　                            浜松労災病院

静岡県浜松市東区将監町25

http://www.hamamatsuh.johas.go.jp

指導医数医　師　数 18

当院は急性期疾患を扱う地域の
基幹病院として312床を有しています。
大病院ではありませんが、“このくらい”
の規模ゆえの風通しのいい医療スタッ
フ間の連携があり、皆さんの初期研修
として、質・量ともに“適切” な症例数を
担当出来ると思います。
ぜひ当院にお越しください。

50

救急医療

540.3

・当院は急性期疾患を扱う地域の基幹病院
・“このくらい”の規模ゆえの風通しのいい医療スタッフ間の連携

外来患者／日 9.9救急医療／日

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

平成22年に完成したとてもきれいな300床余りの中規模病院です。

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

入院患者／日

重点医療など

病院の特色
ここがスゴ

イ！

当院は300床余りの中規模病院ですが、
浜松駅からのアクセスが良好な市中心部
に位置しており絶好の立地にあるため
日々多くの患者さんが受診されています。
「労災」という名前が付いていますが、
決して堅苦しいところではなく、
平成22年に完成したとてもきれいな
新病棟です。
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年8月1日（水） 
 ○ 会 場 静岡県立総合病院 
       静岡市葵区北安東4-27-1 
   【行き方】 ①JR静岡駅（北口前）5番乗り場：上足洗線→「県立総合病院」下車  

②JR静岡駅（北口前）5番乗り場：唐瀬線→「県立総合病院入口」下車 

③JR静岡駅（北口前）10番乗り場：県立病院高松線→「県立総合病院（県立 

総合病院行）」もしくは「県立総合病院入口（唐瀬営業所行）」下車 

 ○ 日程（予定） 

   12：45～13：00 集合・受付 
   13：00～13：15  趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 
   13：15～13：45 セクション紹介 

13：50～14：30  施設見学 
14：30～15：00 救急蘇生訓練（予定） 
15：00～15：50 新人医師によるリレー講演 

          （「私が医師を目指した理由」など） 
 15：50～16：00  アンケート記入・解散     

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。 

               学校 第  学年 氏名 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。 保護者氏名           印 

 ※施設見学では、手術中の手術室に入室する場合があります。配慮が必要の際は、下記に記載願います。

（静岡県立総合病院） 

切り取り 
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http://w w w .shizuoka-pho.jp/sogo/

251
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月２日（木） 
 ○ 会 場 沼津市立病院 
       沼津市東椎路字春ノ木550 
                   【行き方 ＪＲ片浜駅南口から循環バス（ミューバス）乗車で約15分 】 

  
○ 日程（予定） 

13:45～14:00 集合・受付 
14:00～14:10 趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 

14:10～14:20 病院長挨拶 
14:20～14:30 病院紹介（臨床研修センター長） 

14:30～15:30 院内施設見学（初期研修医） 

15:30～16:00 先輩医師との懇談（初期研修医） 

16:00～16:15 アンケート記入・解散 
 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（沼津市立病院） 
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426床

281.2入院患者／日

重点医療など

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

医師や看護師、薬剤師に加え、放射
線技師・検査技師・臨床工学技士・
管理栄養士等のパラメディカルスタッ
フ、医療相談員や事務・技術職員等
が、患者さんに対し 新のエビデン
ス（医学的根拠）に基づいた 良の
医療を提供するために診療業務を進
めています。
医師という職業の素晴らしさを感じ
取ってください。

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

研修医との交流、普段は見られない院内施設の見学

病院の特色
ここがスゴ

イ！

医師　　74人
研修医　16人

内科、糖尿病・内分泌代謝内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、リウマチ
膠原病科、神経内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、小児外
科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう
科（頭頸部外科）、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、救急科

623.9

静岡県東部の３次救急を担う基幹病院

外来患者／日 11.7救急医療／日

「市民のために　共に歩む病院」を基
本理念とし、急性期医療を担う24の
診療科、426床の入院病床を有する
総合病院です。
24時間体制で第３次救急に対応する
救命救急センター、緊急患者搬送用
のヘリポート、消防救急ワークステー
ションを併設し、県東部地域の基幹
病院として、地域医療機関との連携
を推進し、市民の要請に広く応えて
います。

沼津市立病院

〒410-0302　沼津市東椎路字春ノ木550番地

http://www.numazu-hospital.shizuoka.jp/

指導医数医　師　数 30人
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月７日（火） 
 ○ 会 場 （病院名）藤枝市立総合病院 
       （住 所）藤枝市駿河台４－１－１１ 
                   【行き方 JR藤枝駅北口１番バス乗り場「藤枝市立総合病院行き」約１０分】 

  

 ○ 日程（予定） 

    13：00～    集合・受付 
    13：30～13：40 趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 
    13：40～14：00 あいさつ 
            講演「医師という職業のすばらしさ」 
    14：00～15：30 医療現場体験（手術室） 
            （電気メス、内視鏡、超音波体験） 
    15：30～16：15 若手医師との懇談（初期研修医） 
    16：15～16：30 アンケート記入・解散 
 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（藤枝市立総合病院） 
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564

483.6

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

手術室で電気メスを体験！
初期研修医に直接質問してみよう。

オペ着に着替え、外科医の指導のもと
電気メスを体験します。
また、院内のドトールコーヒーでリラックス
しながら研修医に何でも質問してみよう。

（写真は前回の様子）

43.7

重点医療など がん診療、心血管診療、救急医療

病院の特色
ここがスゴ

イ！

志太榛原2次医療圏約47万人の急性期医療を担う基幹病院。H29年救
急病床20床を有する志太榛原唯一の救命救急センターに指定。研修
医は救急専門医の指導下、多数の症例を経験します。

当院の初期研修プログラムの特徴は、チーム医療
と救急医療の充実があげられます。
プライマリ・ケアの修得に適した環境の整備を図り、
研修医ひとりひとりが「緊急の疾患に的確に対応
できる。」「一般的な病気の治療なら何でもできる。」
と自信が持てる医師となる
よう、病院全体で研修医を
指導・育成しています。

入院患者／日 外来患者／日 1059.3 救急医療／日

ホームページ http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/

病　床　数 医　師　数
149

（研修医含）
指導医数 40

病　院　名 藤枝市立総合病院

所　在　地 〒426-8677　藤枝市駿河台4-1-11
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月８日（水） 
 ○ 会 場 （病院名）独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 
       （住所）静岡県駿東郡清水町長沢762-1 
                   【行き方  JR三島駅前から静岡医療センター経由（柿田経由）沼津行バス乗車

                東海バス･･･（のりば４番にて約２０分 医療センター下車） 

JR沼津駅前から静岡医療センター経由（柿田経由）三島行バス乗車

東海バス･･･（のりば２番にて約１５分 医療センター下車）】 

 ○ 日程（予定） 

     13:30～      集合・受付 
13:45～14:00 趣旨説明（県地域医療課、県学校教育課） 
14:00～14:10 講話「医師を志す」 
14:10～15:00 院内見学 
15:00～16:00 模擬体験（腹腔鏡シミュレーター、心肺蘇生等）
16:00～16:30 先輩医師との懇談 
16:30     解散 

 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（静岡医療センター） 
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450 56

http://w w w .hosp.go.jp/~tsh/

16
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月９日（木） 
 ○ 会 場 浜松市国民健康保険佐久間病院 
       浜松市天竜区佐久間町中部18-5 
 ○ 参加者 医学部（医学科）進学を卒業後の進路の一つに考えている
       県内の高校生（原則として１・２年生、10人程度） 

 ○ 日程（予定） 

       10：00     ＪＲ浜松駅集合 

10：15～12：00 浜松駅→佐久間病院附属浦川診療所へバス移動 

              （車内：自治医科大学出身医師からのアドバイスなど） 

       12：00～12：30 施設見学及び院長講話「地域医療は楽しい」 

       12：30～12：45 佐久間病院へバス移動 

       12：45～13：20 昼食（地元食材を提供） 

       13：20～13：30 趣旨説明 

       13：30～14：30 講話「田舎の医師体験」及び施設見学 

       14：30～16：30 佐久間病院→浜松駅バス移動 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

              高等学校 第  学年 氏名 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（佐久間病院） 
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60

43.52

2

3.9

指導医数

救急医療／日

病院からの
メッセージ

医学、医療の原点は、病気やけがで苦しんでいる人を楽にしてあげた
い、命を助けたい、という心です。
　この目的を達成するために、様々な分野、様々な場面で多くの人たち
が努力しているのです。
　研究所で試験管を振りながら研究する人は、研究の積み重ねによって
世界中の人を助けることができるかも知れません。大病院で難しい病気
の診療にあたる人はまさしく眼の前の命を助けることができます。
　地域医療に携わると、病気やけがを負った人たちを診療するばかりで
なく、その地域に住む多くの人達と接することができ、健康の喜びを分か
ち合うことができますし、住民と共に地域全体の健康度を向上させること
ができます。もしかしたら医療の原点に も近いのかも知れません。
　皆さん、もうお分かりのように地域医療はへき地だけのものではありま
せん。大都会にも地域医療は必要です。
　皆さんが医学部を目指す目的は研究者かも知れませんし、専門医かも
知れません。でもその前にちょっとだけ地域医療を覗いて見ませんか。
きっと皆さんの将来にプラスになりますよ。

佐久間・水窪地域には、総合病院が当院しかありません。
　住民のかかりつけ医としての機能と、入院患者さんを診療する機能を
合わせ持ち、救急患者さんから寝たきりのお年寄りまで幅広く診療して
おります。
　私たちは、病気の内容に関わらずどのような患者さんにも対応できる
総合診療を目指しておりますが、高度な医療が必要な患者さんには専
門医のいる大きな病院を紹介して治療していただき、からだの状態が落
ち着いてから佐久間病院に戻ってきていただくこともあります。
　また、病気やけがの患者さんの診療をするだけでなく、保健関係、介
護・福祉関係の施設と協力して健康づくり、介護予防、地域づくりにも取
り組んでおります。

4

内科、小児科、外科、整形外科、眼科、精神科、リハビリテーション科

58.93外来患者／日

医　師　数

浜松市国民健康保険佐久間病院

浜松市長　鈴木康友

〒431-3908　　浜松市天竜区佐久間町中部１８番地の５

http://sakumahp.com

病院の特色

病　院　名

開　設　者

所　在　地

ホームページ

病　床　数

入院患者／日

診療科目

病院の写真を掲載してください。

２
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月10日（金） 
 ○ 会 場 （病院名）静岡県立こころの医療センター 
       （住 所）静岡市葵区与一４丁目１－１ 
                    【行き方 JR静岡駅下車 駅北口（駅前９番のりば）から静岡鉄道バス 

美和大谷線「美和、足久保団地」方面行き、「秋山町」下車 

北に徒歩５分】 

 ○ 日程（予定） 

    13:00～13:15 集合・受付 
    13:15～13:30 趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 
    13:30～13:40 院長挨拶 
    13:40～14:00 セクション紹介 
    14:00～15:00 施設見学 
    15:00～16:00 医師、心理療法士による講演、懇談 
    16:00       解散 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号）       服のサイズ LL・Ｌ・Ｍ・Ｓ・( )

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（静岡県立こころの医療センター） 
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280

151.1

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

精神科医療の現場とは・・・・

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

入院患者／日

重点医療など

病院の特色
ここがスゴ

イ！

医師という職業や精神科医療についてどのようなイメージがありますか？
テレビやドラマや本などで抱くイメージもあるかもしれません。当院では医師や看護
師、パラメディカルスタッフが協力しながら、日々診療にあたっています。
当日は院内の施設見学やスタッフとの交流を通じて、具体的なイメージを膨らませて
いただき、将来の進む道を決める参考になればと思います。
みなさんの参加をお待ちしています。

静岡県立こころの医療センターは昭和31年11月に開院した精神科単科病院です。
『安全・良質・優しいこころの医療を、いつでもどこでも誰にでも』を基本理念に、現代
のストレス社会に生じるこころの病に対して、迅速で的確な精神科医療を提供するこ
とを目標としています。
当院の特色としては、
・精神科スーパー救急病棟を整備している
・「慢性かつ重症」な患者さんに対する先進的医療への取り組み（修整型電気けいれ
ん療法やクロザピン治療）
・司法精神科医療への積極的関与（措置入院、鑑定入院、医療観察法病床）
などがあり、静岡県の精神科医療の中核として、地域資源との連携をはかりつつ、
患者さんと共に地域・社会生活への自立に向けた医療を提供しています。

18
（歯科含む）

24時間体制で医療相談に応じ患者を受け入れる精神科救急・急性期医療
専門外来「老年期こころと物忘れ外来」の設置

167.9

日本トップレベルの「精神科救急・急性期医療」を提供します。

外来患者／日 0.82救急医療／日

静岡県立こころの医療センター

静岡市葵区与一4丁目1-1

http://www.shizuoka-pho.jp/kokoro/

指導医数医　師　数 6

14



 

 

 

                                             

 

 
 

《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年 ８月13日（月） 
 ○ 会 場 （病院名）聖隷浜松病院 
       （住 所）浜松市中区住吉2-12-12 

【行き方】のりば：ＪＲ浜松駅北口 バスターミナル14番 

〔8〕せいれいまわり 富塚じゅんかん行きまたは、〔51〕せいれい浜松 泉 高丘行き 

下 車：「せいれい病院」バス停下車 （所要時間約15分） 

 
○ 日程（予定） 

13：15 ～ 集合・受付 
   13：30 ～ 開始の挨拶 
   13：40 ～ 講演①スポーツ整形外科・ジュビロ磐田チーフチームドクター 
   14：00 ～ 講演②総合周産期母子医療センター新生児科医師 
   14：20 ～ 病院ツアー 
   15：20 ～ ちょこっと医師体験 
   16：00 ～ フリートーク（臨床研修医と） 

16：30   解散 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。 

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（聖隷浜松病院） 
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750

681

　社会福祉法人
　聖隷福祉事業団
　総合病院　聖隷浜松病院

静岡県浜松市中区住吉2-12-12

http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/index.html

指導医数医　師　数 98261

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

病院の特色
ここがスゴ

イ！

　　ジュビロ磐田チーフチームドクターや、
　　総合周産期母子医療センター新生児科医師の講演を予定。

　　大学病院なみのラボ室で、シュミレータを使って、
　　ちょこっと医師体験！
　
　　フリートークでは「なぜ浜松の地で医師人生をスタートさせたか」
　　など、臨床研修医の生の声を聞いたり、質問したりできます。

2004年の臨床研修制度開始から、15期連続で定員を満たし、62大学199名
の研修医を採用しました。全国各地から年間約200名の医学生が見学・実
習で来院、多くの医学生から支持をいただいているのが自慢です。

　　　　　　　　　　　　　　医師が育つ病院です！

豊富な症例と多くの指導医、医師としての姿勢を身につけるプログラ
ム、病院全体で医師を育てようという気風、研修医のサポートを専門と
する部署の存在など、16名の同期と助け合い切磋琢磨できる環境がここ
にはあります。

入院患者／日

重点医療など

1568

15期連続フルマッチ！

外来患者／日 52.4救急医療／日

救命救急センター
総合周産期母子医療センター

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

16



 

 

 

                                             

 
 

 
 

《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月15日（水） 
 ○ 会 場（病院名）静岡県立こども病院 
      （住 所）静岡市葵区漆山860番地 
       【行き方 静岡駅北口20番のりば こども病院線神経センター行 約30分 

「こども病院」下車すぐ】 

 ○ 参加者 医学部（医学科）進学を卒業後の進路の一つに考えている
       県内の高校生（原則として１・２年生）及び中学生（２・

３年生）30人程度 

 ○ 日  程（予定） 
13:15～13:30 趣旨説明 
13:30～14:00 病院長あいさつ、病院紹介 
14:00～14:30  医師への質問・相談 
14:30～16:30  病院見学・ＡＥＤ体験等 
16:30     終了挨拶 

 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：       学年：   年  氏名 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

（静岡県立こども病院） 
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279

207.1

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

小児心肺蘇生体験！
静岡県出身の先輩医師との対談！

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

入院患者／日

重点医療など

病院の特色
ここがスゴイ！

医師をはじめとする医療者を目指す高校生に向けて、小児専門病院の
雰囲気を感じてもらい、医療者を目指す意思を確かなものにしてもらい
たい。小児の心肺蘇生を人形を使って、体験してもらったり、県内出身
をはじめ先輩医師の体験談もあります！

小児内科系、外科系29診療科を有し、各専門医師が「こころから身体ま
で」「胎児期から思春期まで」「救急急性期から難治性慢性期まで」のあ
らゆる疾患に途切れなくに対応しています。
病院全体がこどもの生活優先に整えられており、各病棟には広い食堂
やプレイルームを備え、保育士が親身にこども達のお世話をしていま
す。

144

高度先進医療の提供・質の高い充実したチーム医療の展開

433.5

こども専門の総合病院です!!

外来患者／日 14.8救急医療／日

静岡県立こども病院

〒４２０－８６６０　静岡市葵区漆山８６０

http://www.shizuoka-pho.jp/kodomo/

指導医数医　師　数 31
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月20日（月） 
 ○ 会 場 （病院名）焼津市立総合病院 
       （住 所）焼津市道原1000番地 
                 【行き方： JR焼津駅南口２番のりば 焼津大島線または一色和田浜線（約15分）】

  
○ 日程（予定） 

13:00～    集合・受付 

13:15～13:30  趣旨説明（県地域医療課、県学校教育課） 

           焼津市立総合病院 病院長挨拶 

13:30～14:30  病院案内 

14:30～15:30  当院若手医師達と語る 

          （質疑応答、グループトークなど） 

15:30～16:00  その他：質疑応答 

16:00     解散 
 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（焼津市立総合病院） 
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471床

408人

焼津市立総合病院

焼津市道原1000番地

　http://www.hospital.yaizu.shizuoka.jp/

指導医数医　師　数 43人

　 当院は、急性期病院として一般の疾患の治療、予防など市民の生活
に密着した医療をはじめ、特殊な診断や治療を要し、いわゆる高度医
療と呼ばれるものまで広くカバーしています。また、救急指定病院として
一部の疾患を除き、地域で発生したあらゆる救急治療をおこなっていま
す。複数の診療科にまたがったり、特殊な治療を要する重症の救急患
者にも対応しています。
　 地域性に鑑み、防災対策に注力していることも当院の特徴です。

90人（常勤）

周産期センター（産婦人科・小児科）、脳卒中センター（神経内科・脳神
経外科）、消化器内科・外科、腎臓内科・泌尿器科

981人

救急医療体制

外来患者／日 47人救急医療／日

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

当院若手医師達と語る

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

入院患者／日

重点医療など

病院の特色
ここがスゴ

イ！

　焼津市立総合病院に勤務している医師の中には、地元静岡から浜松
医大に進んだ者も多数いますが、それ以外にも東京大学をはじめ、北
は北海道大学から南は琉球大学まで出身大学は全国にまたがってい
ます。また、出身地も全国にわたり、高校時代の過ごし方は個人によっ
ても様々だと思います。当院の比較的若い世代の医師達と自由に話す
機会を設けましたので、気楽な気持ちで参加して、是非今後の勉強や
進路決定などの参考にしてください。

病院施設の写真を掲載してく
ださい。

20



 

 

 

                                             

 

 
 

《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月21日（火） 
 ○ 会 場 浜松医科大学医学部附属病院 
       浜松市東区半田山１－２０－１ 
【行き方: 遠鉄バス約35分 浜松駅北口バスターミナル13番ポールより 

[50]市役所山の手医大行き「医科大学」下車】 

  
○ 日程（予定） 

    12:45～13:00 集合・受付 
    13:00～13:10 趣旨説明（県地域医療課） 
    13:10～13:15 病院長挨拶 
    13:15～14:05 浜松医科大学の医療の現場 
           ・最先端技術を駆使した運動器疾患への挑戦 
           ・チーム医療の重要性 
    14:15～15:15 医師体験（シミュレーターを用いて） 

    15:15～15:30 アンケート記入・解散 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（浜松医科大学附属病院） 
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613

542

　浜松医科大学医学部附属病院

〒431-3192　浜松市東区半田山1-20-1

http://www.hama-med.ac.jp/

指導医数医　師　数 120

入院患者／日

重点医療など

病院の特色
ここがスゴ

イ！

506

患者さんの人権を尊重し、地域の中核病院として安全で良質な医療を
提供する。

1290

　ダヴィンチシステムやハイブリット手術室による高難度手術

外来患者／日 23救急医療／日

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

　浜松医科大学の卒業生は、約半数
が静岡県内に定着していますが、そ
れでも医師不足は深刻な状況にあり
ます。今、ひとりでも多くの方が医師
を目指し、将来、私たちと一緒に静
岡県の医療を支えていくことを願って
います。
　今回のセミナーでは、 近の医療
の現場についての講演や、シミュ
レーターを用いた医師体験等があり
ますので、ぜひお越しください。

　病院運営で も大切な基本方針
は、患者第一の安心・安全な医療を
行うことです。医療従事者にとっても
患者さんにとってもより良い環境作り
が重要と考えています。
　また大学病院は「特定機能病院」と
して、 新のダヴィンチシステムによ
るロボット支援下の手術や、ハイブ
リット手術室でのTAVI手術など、一
般病院では困難な高度な医療を提
供しています。

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

・大学の教員（医師）による講演
　「 先端技術を駆使した運動器疾患への挑戦」、「チーム医療の重要性」
・シミュレーターを用いた医師体験

関連の写真があれば
掲載してください。

（配置、枚数など自由です）

関連の写真があれば
掲載してください。

（配置、枚数など自由です）
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月23日（木）13時10分～16時30分 
 ○ 会 場 静岡市立静岡病院 
       （住所）静岡市葵区追手町10番93号 

【行き方 徒歩：JR静岡駅から約15分  静岡鉄道新静岡駅から約10分】 

【    バス：静岡駅北口10番のりばから約10分 

       県立病院高松線/県立総合病院方面 中町バス停下車 徒歩２分】

○ 日程（予定） 

    12：40～    受付開始 
    13：10～13：20 静岡県からの趣旨説明 
    13：20～13：25 病院長からのメッセージ 
    13：25～14：25 医師の仕事とは ～内科系の魅力～ 
                    ～外科系の魅力～ 
                    ～産婦人科の魅力～ 
        （休 憩） 
    14：45～15：30 施設・医療機器の見学等 
    15：30～16：30 医師、研修医との座談会等 
            まとめ、アンケート記入、解散 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（静岡市立静岡病院） 
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506

446.4入院患者／日

重点医療など

セミナーでは、それぞれの分野で治療にあたって
いる専門医が「仕事の魅力」を皆さんに伝えたあ
と、普段は見ることのできない病院内部の施設見
学などを行ないます。
また、座談会では皆さんに年齢が近い研修医か
ら、学生時代の勉強方法や試験対策、研修医と
なった現在の生活などの実体験を聞くことがで
き、これから医師を目指す皆さんが抱えている不
安や疑問などについても質問できます。
皆さんの参加をお待ちしています！

静岡市の中心市街地にある総合病院です。
「断らない救急」をモットーとし、日々、市内外から
の救急車を受入れています。また、当院では、患
者さんにとって 善の医療を提供するため、「循
環器内科」と「心臓血管外科」が一体となった
「ハートセンター」、「消化器内科」と「消化器外科」
が一体となった「消化器総合センター」など、内
科、外科の枠を超えたチーム医療の提供を推進
しています。ほかにも、呼吸器病センター、脳卒
中センターなど、合計31の診療科が24時間365日
診療にあたっています。

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

・専門医が語る「医師の仕事の魅力」　　・「しずびょう」見学ツアー
・座談会 ～研修医に聞いてみよう！ リアル体験談～

病院の特色
ここがスゴイ！

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

 静岡市葵区追手町10番93号

 https://www.shizuokahospital.jp/

指導医数医　師　数 28154

・循環器医療、がん診療、周産期医療、県内唯一の第１種感染症指定医療機関
・高度専門医療の提供（ダヴィンチ手術、ハイブリッド手術室、ＰＥＴ/ＣＴほか）

1,135.3

・地域の高度専門医療、救急医療を支える市民のための総合病院
・2019年２月に病院創立150年を迎える歴史ある病院

外来患者／日 36.6救急医療／日

平成30年度初期臨床研修医（１年次）

昨年度の

　座談会の様子
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月24日（金） 
 ○ 会 場 （病院名）静岡県立静岡がんセンター 
       （住所） 駿東郡長泉町下長窪1007 
     【行き方 １：ＪＲ東海道本線・新幹線「三島駅」下車 

        ①バス：「三島駅」南口から約25～30分 ②タクシー：「三島駅」北口から約15分 

        ２：ＪＲ御殿場線「長泉なめり駅」下車 

①バス：約10分 ②タクシー：約5分  】 

 ○ 参加者 医学部（医学科）進学を卒業後の進路の一つに考えている
       県内の高校生（原則として１・２年生、20人程度） 

 ○ 日程（予定） 

    13:00～    集合・受付（研究所１階しおさいホール） 
    13:15～13:30  趣旨説明 (県地域医療課、県高校教育課) 
    13:30～14:15  講話 

14:20～15:00  講話（病院長） 
    15:00～16:00  施設見学 
    16:10     解散 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

              高等学校 第  学年 氏名 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（静岡県立静岡がんセンター） 
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615床

477名/日

病　院　名 静岡県立静岡がんセンター

所　在　地 駿東郡長泉町下長窪1007

救急医療／日

ホームページ http://www.scchr.jp

病　床　数 医　師　数 143(常勤） 指導医数 48

-

重点医療など がん

病院の特色
ここがスゴ

イ！

静岡県のがん対策の中核を担う高度がん専門医療機関です。

１.　静岡県のがん対策の中核を担う高度がん専

門医療機関、特定機能病院

２.  リハビリテーション科、緩和医療科、陽子線治

療科などの特徴的な診療科や臓器別に構成され

た39診療科

３.　診療科・職種を超えた多職種チーム医療の

実践

４. 「患者さんと家族を徹底支援する」を理念とし

たインフォームド・コンセントの徹底

５. ペーパーレス、フィルムレスの電子カルテ運用

６. 全国有数の緩和ケア病棟、陽子線施設

入院患者／日 外来患者／日  1,160名/日

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

がん医療の最前線を見学できます。

　当センターは、県内のがん診療レベルの向上
や将来の高齢化社会に伴うがん患者の増加に
対応するため、 新の設備と高度の診療技術を
駆使したがん医療の実践、患者さんとご家族へ
の徹底支援を目指しています。
　また他院では体験することができない職種を超
えた多職種チーム医療など、「患者さんにとって
何が一番大切か」を常に考え行動しています。
　将来、皆さんが、県内のがん医療を支えるチー
ムの一員になっていただくことを期待します。

病院施設の写真を掲載してく
ださい。
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《参 加 申 込 書》 

（担任の先生に提出してください。） 

○ 主 催 静岡県、静岡県教育委員会 

 ○ 日 時 平成30年８月27日（月） 
 ○ 会 場 （病院名）磐田市立総合病院 
       （住所）静岡県磐田市大久保512-3 
                   【行き方 JR磐田駅 1のりば 磐田市立病院行き 約２０分】 

  
○ 日程（予定） 

    12：30～ 受付 
    13：30～ あいさつ 
    13：40～ 趣旨説明 
    13：45～ 講演 
    14：00～ 体験実習（BLS救急蘇生、超音波、採血） 
    15：00～ 施設見学 

15：35～ 先輩医師との懇談 
16：20～ セミナー修了のあいさつ 
16：30～ 解散 

 ※ 参加決定後に詳しい日程、持ち物、交通案内等をお知らせします。

   学校名：        学年：  年  氏名： 

   緊急時の連絡先（電話番号） 

   こころざし育成セミナーへの参加を承認します。  保護者氏名          印 

切り取り 

（磐田市立総合病院） 

27



500

446.7

磐田市立総合病院

静岡県磐田市大久保５１２－３

http://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/

指導医数医　師　数 50

当院は、磐田市を含む中東遠２次医療圏
47.5万人の急性期医療を担う中核病院と
して安心・安全で質の高い医療を提供して
います。また、「臨床研修指定病院」、「地
域医療支援病院」、「地域がん診療連携拠
点病院」、「外国人患者受入れ医療通訳拠
点病院」、「外国人患者受入れ拠点病院」、
「救命救急センター」、「周産期母子医療セ
ンター」等の指定・認定がされています。

144

「医療の原点は思いやり」を基本理念

1165.8

地域の急性期医療を担う中核病院です！

外来患者／日 52.5救急医療／日

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

・この機会に、模擬体験はどうですか？

病　院　名

所　在　地

ホームページ

病　床　数

入院患者／日

重点医療など

病院の特色
ここがスゴ

イ！

セミナー当日は、ハートシム（人形）を使用した
「BLS救急蘇生」、エコーを使用した「超音波」、
CVポートデモ器を使用した「採血」の模擬体
験を実施します。
この機会に、ぜひ体験してみてください。
その他、若手医師から「受験勉強対策」、「医
師になったきっかけ」等にお答えいたします。
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