
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年７月 27日(水) 藤枝市立総合病院・・・・・・・Ｐ１ 

平成 28年７月 28日(木) 静岡県立総合病院・・・・・・・Ｐ３ 

平成 28年８月 １日(月) 総合病院聖隷浜松病院・・・・・Ｐ５ 

平成 28年８月 ２日(火) 浜松市国民健康保険佐久間病院・・Ｐ７ 

平成 28年８月 ４日(木)  国立病院機構静岡医療センター・Ｐ９ 

平成 28年８月 ５日(金) 沼津市立病院・・・・・・・・・Ｐ11 

平成 28年８月 ８日(月) 静岡県立こども病院・・・・・・Ｐ13 

平成 28年８月 ９日(火) 中東遠総合医療センター・・・・Ｐ15 

平成 28年８月 12日(金) 静岡県立こころの医療センター・Ｐ17 

平成 28年８月 15日(月) 焼津市立総合病院・・・・・・・Ｐ19 

平成 28年８月 16日(火) 浜松医科大学医学部付属病院・・Ｐ21 

平成 28年８月 19日(金) 伊東市民病院・・・・・・・・・Ｐ23 

平成 28年８月 22日(月) 静岡市立清水病院・・・・・・・Ｐ25 

平成 28年８月 24日(水) 浜松労災病院・・・・・・・・・Ｐ27 

平成 28年８月 26日(金) 静岡県立静岡がんセンター・・・Ｐ29 

 

今年度は、以下1５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28年７月27日（水） 
 ○ 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】 

 ○ 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） 

 ○ 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） 
    15：30～16：15 先輩医師との懇談（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。 

              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 

（藤枝市立総合病院） 
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564

473.5

藤枝市立総合病院

〒426-8677　藤枝市駿河台4-1-11

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

指導医数医　師　数 35

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。

134

がん診療、心血管診療、救急医療

1037.1

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。救急
病床20床を有する3次医療を補完する救急センターで、研修医は
救急専門医の指導下で多数の症例を経験します。

外来患者／日 46.6救急医療／日

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！
研修医にくつろぎながら何でも質問しよう

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！

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、ドトールコーヒーを飲みながら
研修医から本音も聞けます。
（写真は昨年の様子）

2

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


 

 

 

                                             

 
 

 

《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28年７月28日（木） 
 ○ 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 

 ○ 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) 
 ○ 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 

13：50～14：50  施設見学 
14：50～15：50 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。 

              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 

（静岡県立総合病院） 
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712

576

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

新人医師による講演
施設見学

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！

　医師または医療従事者の道を選ぶということは、
皆さんの想像もしないようなことが、その先に待っているかもしれません。
　でもそれは決して恐れるようなことではなく、
皆さんにとってかけがえのない経験となるでしょう。
　私たち県立総合病院は、自らの技術を磨きながら
お互いに切磋琢磨し、チームの全員で悩んで時に
議論を交わします。
　辛いことがあったとしても周囲や患者さん、
そしてそのご家族の笑顔に救われる、それが私たちの仕事です。
　当日は実際に医療の現場をご案内しますので、
普段見る機会の少ない県総の仕事を、是非その目で確かめてみてください！
　共に静岡の「医療」を支えたい、そんな皆さんを私たちは歓迎します！

　当院は、「循環器疾患」「がん治療」「救急医療」を３本柱に、医師や看護師だけで
なく、全ての職種が一人一人の患者さんを診る《チーム医療》を大切にして、質の高
い医療を提供しています。また、研修・研究にも力を入れており、当院で研修を受け
ることによって資格が取得できたり、研究に力を入れて取組むことができます。

255

「循環器医療」「がん医療」「救急医療」

1754

先端医学棟建設中（平成29年オープン予定）
手術室を22室に拡充し、現在行っているロボット手術やハイブリッド手
術をさらに拡充するとともに、最新の放射線治療機器を導入します。

外来患者／日 34救急医療／日

地方独立行政法人
静岡県立病院機構

静岡県立総合病院

静岡県静岡市葵区北安東４丁目27番１号

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

指導医数医　師　数 84

MRI

がん患者さんのために 
抗がん剤準備中↓ 

手術中↓ 訓練できる施設 
も充実↓ 
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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28年８月１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 ＪＲ浜松駅北口バスターミナル１４番のりば          

８せいれいまわり冨塚じゅんかん ５１せいれい浜松 泉 高丘「せいれい病院」下車（約１５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） 

 ○ 日程（予定） 

   １３：１５～１３：３０ 集合・受付 
   １３：３０～１３：４０ センター長講話 
   １３：４０～１４：４０ 病院施設見学 
   １４：４０～１５：４０ 模擬体験（シミュレーターによる 

医療体験） 
   １５：４０～１６：１５ 初期研修医との懇談 
   １６：１５～１６：３０ アンケート記入 
   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。 

              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 

（聖隷浜松病院） 
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744

695

病院の特色
ここがスゴ

イ！

257

57.4救急医療／日

★2016年7月に新しくオープンする
シミュレーション・ラボで医療体験を
していただきます。普段は体験でき
ないプログラムを用意しています。
★初期研修医と懇談していただき
ます。医療現場の生の声を聞いて、
将来の進路を決める参考にしてい
ただければと思います。

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

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

★TAVI（経カテーテル的大動脈弁置換術）
静岡県内で初・全国で24院目のカテーテル
による人工置換術「TAVI（タビ）認定施設」

★JCI　取得
医療の質を追求する世界基準の病院評価
2012年11月17日付　認定
日本で5番目に認証取得
2015年8月の更新も合格しました

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丁目12-12

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

指導医数医　師　数 99

救命救急センター
総合周産期母子医療センター

1632外来患者／日

6

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


 

 

 

                                             

 

 
 

《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２８年８月２日（火） 
 ○ 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） 

 ○ 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） 

7



60

44.67

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

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
原点に最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

69.3

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 2

4.2

指導医数

救急医療／日入院患者／日

診療科目

外来患者／日

医　師　数

浜松市国民健康保険佐久間病院

〒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28年８月４日（木） 
 ○ 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）】 

 ○ 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） 

 ○ 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。 

              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 

（静岡医療センター） 

9



450

285.6人

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

普通はみられない院内見学と、内視鏡手術や心肺蘇生の実技研修を
セットで予定しています。

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！

「命を大切にし、社会から信頼される高度
で適切な医療を提供します」これが私たち
の病院の基本理念です。生命・健康を守り、
社会に貢献できる、こんな素晴らしい職業
はありません。もちろん苦労や困難もありま
すが、それ以上の喜びも待っています。現
場を見学し、自分で体験して医療のおもし
ろさを是非実感してみてください。

診療機能として、循環器、がん、救急及び
総合診療を４本柱として地域の医療ニー
ズに応えています。また、循環器疾患に
関する臨床研究の充実を図りながら高度
先駆的医療への取組みを推進し、併せて
医師の臨床研修及び看護師等の教育研
修にも取り組んでいます。また、地域医療
支援病院として広域での連携強化を推進
し、静岡県の災害拠点病院として、トリアー
ジなどの災害対策訓練を継続的に実施す
るとともに、ＤＭＡＴを育成し災害時にはい
つでも派遣できる体制をとっています。

49

循環器、がん、救急及び総合診療

522.3人

心臓血管疾患の救急診療に関しては静岡県内はもとより全国的にもトッ
プクラスです。

外来患者／日 12.8件救急医療／日

独立行政法人国立病院機構
静岡医療センター

静岡県駿東郡清水町長沢762-1

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

指導医数医　師　数 12

 
 
 
 
 

病院施設の写真を掲載してく
ださい。 

10



 

 

 

                                             

 

 
 

《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28年８月５日（金） 
 ○ 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 】 

 ○ 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 

 ○ 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。 

              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 

（沼津市立病院） 
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426床

278.8

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

静岡県東部の３次救急を担う基幹病院

外来患者／日 12.6救急医療／日

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、患者さんに対し最新のエビ
デンス（医学的根拠）に基づいた最
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！

「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。

内科、血液内科、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

678.5

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 26人
医師　　 72人
研修医　12人

 
 
 
 
 

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） 

12



 

 

 

                                             

 
 

 
 

《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28年８月８日（月） 
 ○ 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） 

 ○ 日  程（予定） 
13:20～13:30 集合・受付 
13:30～14:00 病院長あいさつ、病院紹介 
14:00～14:40  施設案内 
14:40～16:00  人体模型を使った救急蘇生の 

シミュレーション 
16:00～16:30 静岡県出身医師等への相談・質問 
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。 

              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 

 

（静岡県立こども病院） 

切り取り 
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279

213.3

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 28

小児内科系、外科系28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。

148.7

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

425

こども専門の総合病院です!!

外来患者／日 18.2救急医療／日

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！

14

http://www-shizuoka-pho.jp/by-730/


 

 

 

                                             

 

 
 

《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28年８月９日（火） 
 ○ 会 場 中東遠総合医療センター 
       掛川市菖蒲ヶ池１番地の１ 
                   【行き方 掛川駅南口から掛川市バス 市街地循環線（南回り） 約10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） 

 ○ 日程（予定） 

   13:00～    集合・受付 
   13:15～13:30  趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 
   13:30～13:50  院長講話、病院紹介 
   13:50～14:20  院内施設見学 

   14:30～16:00  医療現場の紹介、医師体験 
  16:00～16:30  先輩医師（研修医）との懇談会 

   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。 

              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 

（中東遠総合医療センター） 
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500

428

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

セミナー当日は、
・外来、病棟、手術室、集中治療室など、最新の医療設備を見学します。
・救急蘇生法や医療手技など、医師業務の実際を体験していただきます。

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！

　当日は、最新の医療設備の見学のほか、医師
業務体験や当院で働く若手医師との懇談会を
予定しています。
　医療現場の雰囲気や医師の仕事の様子を肌で
感じていただき、将来の進路を決める参考として
いただけたらと思います。

　みなさんのご参加をお待ちしています！

　当院は、掛川市立総合病院と袋井市立袋井
市民病院が統合し、平成25年５月１日に開院
した新しい病院です。

　病床数は500床となり、静岡県中東遠区域の
基幹病院としての役割を担っています。
　特に救急部門は「救命救急センター」に指定
され、ERでの外来診療からICUでの集中治療
まで幅広くカバーしており、充実した救急医療
を提供している県内でも数少ない施設です。

121

救命救急センター、ICU・CCUセンター、血管内治療センター（心・脳）、手術セン
ター、脊椎・脊髄センター　など

1,283

・平成25年５月に開院した新しい病院で、最新の医療設備が整っています。
・「救命救急センター」として、充実した救急医療を提供しています。

外来患者／日 61救急医療／日

中東遠総合医療センター

〒436-8555　掛川市菖蒲ヶ池１番地の１

http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp

指導医数医　師　数 47

ICU（集中治療室） 

16

http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/


 

 

 

                                             

 

 
 

《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28年８月12日（金） 
 ○ 会 場 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 
                   【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】 

 ○ 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） 

 ○ 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） 
    13:30～14:00 セクション紹介 
    14:00～15:00 施設見学 
    15:00～16:00 医師、臨床心理士による講演、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。 

              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 

（静岡県立こころの医療センター） 
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280

146.5

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

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。

19（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

163.3

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 0.5救急医療／日

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

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。

18



 

 

 

                                             

 

 
 

《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28年8月15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）】 

 

 ○ 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） 

 ○ 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 

13:30～15:30  当院医師達と語る高校時代の過ごし方 

          （質疑応答、グループワーク） 

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。 

              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 

（焼津市立総合病院） 
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471

411

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

当院医師達と語る高校時代の過ごし方

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
医大に進んだものも多数いますが、それ以外にも東は東京大学、西は
山口大学、南は琉球大学など出身地は全国にまたがっています。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が、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。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。

　 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と考えて
いいと思います。

80（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

1022

救急医療体制

外来患者／日 50.8救急医療／日

　焼津市立総合病院

　〒425-8505　焼津市道原1000番地

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

指導医数医　師　数 51

 
 
 
 
 

病院施設の写真を掲載してく
ださい。 

20

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


 

 

 

                                             

 

 
 

《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28年 8月16日（火） 
 ○ 会 場 （病院名）浜松医科大学医学部附属病院 
       （住所）浜松市東区半田山１－２０－１ 
       【行き方 浜松駅バスターミナル13番「山の手医大線」または「医大じゅんかん」で 約35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） 

 ○ 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） 
    13:15～13:20 病院長挨拶 
    13:20～14:20 浜松医科大学の医療の現場 
           ・最先端高度医療を可能にするハイブリッド手術
            室、心血管カテーテル治療の現在と未来 
           ・ロボット支援手術の実際と将来 
    14:20～15:20 医師体験（シミュレーターを用いて） 
    15:20～15:35 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。 

              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 

（浜松医科大学医学部付属病院） 
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613

534

病院からの
メッセージ
（セミナーの
見どころ！）

・ダビンチシステムやハイブリット手術室に関する講演
・シミュレーターを用いた医師体験

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！

1270

ダビンチシステムやハイブリット手術室の導入

外来患者／日 22救急医療／日

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ダビンチシステムや
ハイブリット手術室に関する講演やシミュ
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。

病院運営で最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
より良い環境作りにはこの部門の充実が
必須だと考えます。
また大学病院は、特定機能病院として一
般病院では不可能な高度な医療を行うこ
とが求められています。昨年度から最新
のダビンチシステムやハイブリット手術室
を導入いたしました。

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 90408

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。

 
 
 
 
 

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28年8月19日（金） 
 ○ 会 場 伊東市民病院 
       静岡県伊東市岡196-1 
                   【南伊東駅下車 徒歩7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） 

 ○ 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 管理者挨拶 
   13:40～13:55 講演①「医師という職業のすばらしさ」 
   13:55～14:10 講演②「私が医師を目指した理由」 
   14:15～14:45 病院見学 
   14:45～16:00 シミュレーター体験 
    16:00～16:00 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。 

              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 

（伊東市民病院） 
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250

203.1 名

伊東市民病院

静岡県伊東市岡196番地の1

http://www.ito-shimin-hp.jp/

指導医数医　師　数
臨床研修指導医

12名

当院は伊豆半島の中核病院として２４時間３６５日の救急体制を敷くこ
とと同時に、災害拠点病院としての役割を果たすべく努めています。
また教育面ではシミュレーションセンターを完備しており、医師・看護師・
その他医療技術職を含め、日々教育を行い、業務に活かしています。

43 名

医療連携・救急医療・災害医療

553.7 名

・救急体制及び教育の充実

外来患者／日 21.4 件救急医療／日

今回のセミナーでは、「医師という職業の素晴
らしさ」、「シミュレーターを使用した医療の模擬
体験」、「現役医師との交流」などのプログラム
を用意しております。当院のシミュレーションセ
ンターには救急、内視鏡、産科シミュレーター
など、豊富な機器を多数取り揃え、常にトレー
ニングに集中できる環境を整備しています。実
際に働く医師がトレーニングに使用する機器を
是非、体験しに来てください！

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

・シミュレーターを使用した医療の模擬体験

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！
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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28年８月２２日（月） 
 ○ 会 場 静岡市立清水病院 （静岡市清水区宮加三１２３１番地） 

  【行き方：バス ①ＪＲ清水駅西口、静鉄バス２番乗り場 山原梅蔭寺線/港南厚生病院線/ 

蜂ケ谷市立病院線/梅ケ谷市立病院線（約20分） 

          ②静鉄新清水駅前（ホテルサンルート前）３番乗り場  路線(同上）(約15分)

※いずれも、「静岡市立清水病院」下車 

 ○ 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） 

 ○ 日程（予定） 

   13：00～    集合・受付 
   13：15～13：30 趣旨説明（静岡県地域医療課、教育委員会） 
   13：30～13：50 講話『医師を志すみなさんへ』 
   13：50～15：20 模擬体験（救急蘇生シミュレーター、外科手術 

シミュレーターでの臨床体験等） 
   15：20～16：00 院内施設見学 
   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 

（静岡市立清水病院） 
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475

346

 静岡市立清水病院

〒４２４－８６３６　　静岡市清水区宮加三１２３１番地

http://www.shimizuhospital.com/

指導医数医　師　数 59

　清水区域(人口24万人)の急性期病院として
475床を有し、救急センター・集中治療室を備
えた地域密着型の基幹病院です。「 患者さん
中心の良質な医療を提供するとともに、 地域
医療の向上に貢献することを目指します」とい
う理念のもと、患者さん・家族、医療者がひと
つになったチーム医療を実践しております。
　また、臨床研修病院に指定され、多数の学
会の認定施設であることを生かして、初期研
修医のみならず後期研修医の教育にも力を
注いでいます。

72

急性期医療～回復・慢性期～在宅医療までの地域医療連携機能を強化

775

急性期 から回復期・維持期まで一貫した包括的な質の高い医療を提供　

外来患者／日 31救急医療／日

病院からの
メッセージ

（セミナーの
見どころ！）

最新シミュレターを駆使した臨床体験！

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！

　当院は静岡市清水区あり 、この地区の第
一線基幹病院として急性期から慢性期まで
の治療を実施し、地域住民の健康と福祉に
貢献することを目指しております。
　今回のセミナーにおいて、医師を志すみな
さんに 、医療業務について理解を深めてい
ただけたらと 、 救急蘇生シミュレーションや
普段は経験できない ＡＥＤ使用法などの体
験も予定しておりますので 、皆さん、ぜひ清
水病院で医療現場を体験してください。
お待ちしています。

蘇生トレーニング風景 

IAIスタジアムの近くです。 
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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２８年８月２４日（水） 
 ○ 会 場 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 
                   【 行き方 JR浜松駅バス乗り場10番より 労災病院 下車 】 

 ○ 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） 

 ○ 日程（予定） 

    13：00～13：30 集合・受付 

    13：30～14：40 趣旨説明（県地域医療課、県高校教育課） 

    14：40～15：00 院長挨拶 

    15：00～15：30 先輩医師（初期臨床研修医） 

    15：30～16：30 病院見学 

    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。 

              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 

（浜松労災病院） 
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312

240.7

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。

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

541.4

・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 10救急医療／日

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.rofuku.go.jp

指導医数医　師　数 13
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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28年８月26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 

（ ○ ○  病院） 
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615床

517.5名/日

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

静岡県立静岡がんセンター

駿東郡長泉町下長窪1007

http://www.scchr.jp

指導医数医　師　数 50138(常勤）

がん

1166名/日

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。

外来患者／日 -救急医療／日

　
　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、最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。

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！

 
 
 
 
 

病院施設の写真を掲載してく
ださい。 
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