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ジュニアメディカルセミナー アンケート集計結果 

 

開催日 2018年 8月 25日（土）            開催場所 水光会 ウェルネスセンター 

参加者 福津市・宗像市 中学 2、3年生      開催人数 20名 

共  催 オリンパス株式会社、株式会社アステム 

      九州メディカルサービス株式会社、株式会社ドミックスコーポレーション 

 

生徒の回答 （回収 19名） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.セミナーのご意見やご感想をご記入ください。 

・医療にはたくさんの種類の職種があってとても勉強になりました。内視鏡についてのお話しがとても興味

深かったです。超音波メスを取り扱うのがこわかったです。 

・様々な医療体験ができて楽しかった。 

・私は看護師を目指しているので、採血体験が一番ためになると思ったし、自分が一番体験してみたか

った事なので良かったです。胃カメラもとても貴重な体験ができて良かったです。 

・普段はすることのできない貴重な体験をすることができてよかったです。医師の方や看護師さんから直

接丁寧に教えて頂き、少し緊張していたけど、安心できました。 

・内視鏡や縫合などの貴重な体験ができて良かった。 

配布 20名 

回収 19名 

■5 非常にそう思う ■4 そう思う ■3 どちらでもない ■2 あまりそう思わない ■1 全くそう思わない 
（5段階評価）■未回答 

18 

1 

今回のｾﾐﾅｰに満足 

できましたか？             

非常にそう思う 

そう思う 

10 8 

1 

講義や体験で医師の説明は

理解できましたか？ 

非常に 

そう思う そう思う 

どちら 

でもない 

14 

4 

1 

 医療に関して理解・関心が

深まりましたか？ 

そう思う 

非常に 

そう思う 

未回答 

10 7 

2 

将来医療職を目指すきっか

けとなりましたか？ 

非常に 

そう思う 

どちら 

でもない 

そう思う 

13 

4 
2 

当院の医療体験ｾﾐﾅｰがあれば

次回も参加したいですか？ 

どちら 

でもない 

そう思う 非常に 

そう思う 
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・講義は、難しかったです。でもその分医療職についている人たちはかっこいいなと思いました。外科や内

科のなかでもいろいろすることが分かれていて、それぞれ患者さんのためになっていることがすごいと思

いました。今まで手術などの映像や血を見るのがこわくて不安だったけど、治療体験はこわくなかったし、

みんなやさしく教えてくれたので楽しかったです。 

・縫合が 1番面白かった。お医者さんはとてもたいへんだと思った。 

・すっごく楽しかったです。最初の説明も分かりやすかったし、実際に体験するときもたくさんの先生が面

白く優しく教えてくださいました。自分が思っていたより最近の医療ではハイテクな機械をたくさん使ってい

て驚きました。豚の心臓の体験が少し気持ち悪かったけど楽しくて、将来手術が上手な医師になりたい

なと思いました。 

・実際に本物の医療器具を用いて体験をするので先生たちのすごさが伝わりました。体験している時がと

ても楽しかったです。オリンパスの会社のお兄さんが医療器具について詳しく教えてくれたことでとても分

かりやすかったし、テレビのオリンパスの CMを見る時にお兄さんが話してくれたことが思い出せます。すご

く楽しかったです。 

・縫合がとても楽しかった。でもすごく難しくて、先生たちはすごいと思った。 

・いろいろな体験をたくさんできて良かった。機械であつかうのはとても難しかったです。 

・実際の道具などを使って体験ができたのが良かったです。特に胃カメラのテストや心臓の縫合が印象

に残りました。また、説明のときは各専門の医者が説明をしてくれたので、その人の経験なども聞くことが

できておもしろかったです。 

・話を聞くだけでなく、実際に体験できたのが良かったです。 

・実際の器具を使えたのでとても良い経験になりました。先生方ともたくさんお話しができて、とても自分

のためになりました。ノートやファイルなどもとてもうれしかったです。 

・医療体験がすごく楽しかったです。思っていたよりハイテクな機械が使われていて驚きました。豚の心

臓を使った縫合体験は少し気持ちが悪かったけど一番楽しかったし、教えてくださった方がとても素早く

するのを見て、こんなふうにできるようになりたいと思いました。医師の皆さんのお話しはとても分かりやす

く面白かったです。 

・本当に貴重な体験をさせてくださってありがとうございました。直接、医師の方や、看護師の方に質問す

ることができたことがうれしかったです。将来、看護師になるのが不安だなと思っていたけれど、今回のセ

ミナーで不安はなくなりました。本当にありがとうございます。楽しかったです！ 

・実際の体験で本物の器具を触れるのが良かった。 

・一人一人に教えてくれる所が良かった。 

 

7.今後こんなセミナー・イベントがあったら体験したい、などご記入ください。 

・私はリハビリをする人たちのお手伝いをする体験をしてみたいです。病院は手術をしたりただ入院をした

りするところじゃないと思うからです。 

・誰がどんな病気を見つけたかについてのセミナーがあったらうれしいです。 
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・今回は医療に興味をもってもらうためのセミナーだったけど、次は「医療関係の仕事につきたい」と思っ

ている高校生などに向けて、医師や病院で働く人になるにはどうすればいいか、医療関係の仕事とはど

んな仕事なのかということを教えてもらえるセミナーがあったら行きたいと思います。 

・また採血体験がしたいです。高校生や小学生も対象にしてほしいです。 

・ドクターヘリに乗ってみたい。（2件） 

・病院内を見学したい。（2件） 

・看護師体験を行いたい。（3件） ※理由：いちばん患者さんと話す機会が多いし、色々な人のお願い

にすぐ対応している姿がかっこいいから（1件） 

・もし、よろしければ手術室なども見れたらと思います。 

・病気と人の体の仕組みについて 

Ａ．貴重なご意見ありがとうございます。頂いたご要望等は次回以降のセミナー運営の参考とさせて頂き

ます。また、皆様より多く寄せられたご意見「看護師体験」についてですが、当院では毎年、福岡県看護

協会主催で「ふれあい看護体験」を開催しております。要項等、詳しくは福岡県看護協会 HPをご確認 

ください。（ＨＰ： https://fukuoka-kango.or.jp/student/fureai/） 

 

8.当院医師や、病院に対してご意見・ご質問をご記入ください。 

・水光会病院のお医者さんたちは、みんな優しかったです。でも何人か話しかけにくい人（こわい顔をして

いたり、はなし方がこわかったり）がいたのが少しこまりました。病院はとてもきれいでうわぁとなったし、「医

療職はたくさんあってみんな必要」という考え方がすごく心に残りました。まるでみんなひとつのチームみ

たいですごいと思います。みんな仲良しですか？ 

→Ａ．貴重なご意見ありがとうございます。医師たちは日々命と向き合いながら、手術や治療をしており、

その根幹には患者さんを救うという「優しさ」や「思いやり」があります。真剣な表情によりそのように感じて

しまったかもしれませんが、どの医師もとても優しいので、次回参加された際は、遠慮なく気軽に話しかけ

てみてくださいね。そして、まさにその通り、病院の仕事はチーム医療で成り立っています。医療は失敗

が許されないので、コミュニケーションを大切にして職種に関わらず皆で協力し合っています。 

・水光会にはどんな科があるのですか。外科と言ってもその中で血液専門の人などがいらっしゃるのでよ

く分からないなと思いました。内科のなかでも細かく分かれていたりするのでそれも気になります。 

→Ａ．貴重なご意見ありがとうございます。当院には約 17の診療科があり、その中でも細かく、科として

存在しております。例えば、外科と言っても一般の外科や心臓血管外科など幅広い病気があるため、専

門性を高め、患者さんに安心して治療してもらえるよう、そのように表現しています。 

・申込方法が分かりづらかった。 

→Ａ．申込方法に関して説明不足な点があり大変申し訳ございません。再度見直しを図り、次回以降、

改善していきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございます。 

・将来について考えたりできるので今後、参加できたら参加したいと思います。 

・色々な事を知れてとても楽しかったです。 

https://fukuoka-kango.or.jp/student/fureai/
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・先生方のような、素晴らしい医者になれるように頑張りたいと思いました。丁寧に作業を教えて頂きあり

がとうございました。将来は先生方と働きたいです！ 

・説明も分かりやすく、一つ一つ丁寧に教えていただきありがとうございました。 

・とても良い経験ができました。ありがとうございました。 

 

保護者の回答 （回収 19名 内見学にお越しいただいた保護者 10名） 

見学にお越しいただいた保護者方のご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.セミナー見学を通してのご意見やご感想をご記入ください。 

・中学生にも分かりやすい言葉で説明してくださり、ありがとうございました。医療体験はとても興味深かっ

たです。（親である私もしてみたかったです）先生方がとても丁寧に優しく指導して下さっていたことに感

謝します。 

・本物の医療器具を使っての体験はとても良い経験になった様です。担当の先生や看護師の方々も気

さくにこちらの質問に答えて下さり、見学していても楽しかったです。ありがとうございます。 

・去年も参加させていただき、前回と違い直接会場でのメスなどの説明など分かりやすく説明して頂き、

実際の体験では、少人数にてブタの心臓などを縫ったりなど普段では経験する事ができない事をさせて

頂き 2Fでは実際に触れて口からカメラを入れたり採血などをさせてもらい子供がすごく楽しかったようで

採血キットがほしいと言いネットで調べていました。 

・先生方の講話、体験プログラムもとても良かったです。講話を子供達と一緒に聞かせて頂く中で、保護

者の私達も資料を頂きたかったな、と思いました。それ以外はスタッフの方々の対応も説明も、親切で丁

寧で分かりやすくとても好印象で楽しく参加することができました。 

・先生方のお話しも分かりやすく、体験でも貴重な経験ができて良かったです。ありがとうございました。 

・全ての体験が普段の生活ではできない事ばかりだったのでとても良い体験ができたと思っています。1

つ 1つの時間もたっぷり取って頂きじっくりと行えたと思います。見学させて頂いた私達（親）へもきちんと

説明して下さりとても楽しい時間でした。子供も医療関係へ行ってくれたらな、と思います。 

・医療に興味を持っていたので、具体的に体験したりお話が聞けて良かったです。先生方の学生の頃の

様子等も聞けたら良かったな、と思いました。（何かをしていて役に立った、～が大変だった等） 

配布 20名 

回収 19名 9 

1 

今回のｾﾐﾅｰに満足できまし

たか？ 

そう思う 

非常に 

そう思う 7 

3 

講義や体験で、医師の説明

は理解できましたか？ 

非常に 

そう思う 

そう思う 

■5 非常にそう思う ■4 そう思う ■3 どちらでもない ■2 あまりそう思わない ■1 全くそう思わない 
（5段階評価）■未回答 
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・普段体験する事がない貴重な体験ができとても良かった。 

 

全ての保護者のご意見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.今後こんなセミナー・イベントがあれば体験したい、お子様に体験させたいなど 

・今回様々な医療機器があり、とても興味深かったです。機器についての開発、研究の話なども聞いて

みたいと思いました。 

・顕微鏡を使ってみたいです。 

・今回の様なセミナーが小学生でもあれば嬉しいです。高校生も参加出来るセミナーもしてもらえると

色々考え方が変わると思います。 

・理学療法士などの人達の仕事を体験するのも子供にとってはよい体験になると思います。 

・看護体験のイベント（3件） 

・ダイエットや栄養食品など、巷に流れる情報は医療関係者からみてどうなのか。どれは正しくてどれは

誤りとされているか、そういう正しい知識が知りたい。 

・AEDや BLSの体験、車椅子体験、子どもたちは体験したことが無いので、やらせてみたいと思います。 

・医療の仕事で、良い面ばかりでなく、辛いことや、大変なことも見せて頂けたらと思います。 

・来年は受験生なので行くことが出来ません。たくさんの医療体験をさせて頂きありがとうございました。 

・病院内見学（2件） 

・治療体験ができて良かったと話しておりました。医療職にも興味が出てきたようです。また、体験できる

ようなイベントがあれば参加させて頂きたいと思います。 

・キッザニアのような仕事体験。 

・プログラミング。 

 

7.当院医師や、病院に対してご意見・ご質問をご記入ください。 

・貴重な時間を使ってセミナーを開催して頂きありがとうございました。貴院がとても身近に感じられるよう

になりました。 

・地域の中核医療としていてくれるからこそ安心して過ごせています。 

■5 非常にそう思う ■4 そう思う ■3 どちらでもない ■2 あまりそう思わない ■1 全くそう思わない 
（5段階評価）■未回答 

6 

8 

5 

将来お子様に医療職を目指し

て欲しいと思いますか？ 

非常に 

そう思う 

そう思う 

どちら 

でもない 

14 

5 

次回もお子様を参加させたい

ですか？ 

そう思う 

非常に 

そう思う 
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・貴重なお話を聞かせて頂いたり、体験させて頂き、本人のとても有意義な時間だったようです。ありがと

うございました。 

・上から目線の医師が多い中、スタッフの方や医師などすべての方のお蔭で成り立っていると言われ、い

い病院だと感じました。違う病院にてとてもきつい時にかなり待たされた時、お待たせしました、の一言も

なく医師の方に対していい思いが無く今回のセミナーにてとても楽しく、安心感と周りのスタッフの方も良く

てとても楽しくいい経験をさせて頂きありがとうございました。 

・今回お世話になりました。今回のセミナーについて家族や友人に話すと、関心を持つ人が多く、私も参

加したいという声が多かったです。高校生の娘もおりますが、進路を考える点で今回のようなセミナーは

高校生にも良い刺激になるのでは、と思いました。いい経験になりました。ありがとうございました。 

・これからも、子供達や地域に向けて医療の窓口としてのセミナー等続けてほしいと思います。貴重な体

験をさせて頂きありがとうございました。 

・今回学校から体験の用紙を頂き、こういう体験があるのに驚きました。毎年続けて頂くと、少しでも興味

のある子も多少なり、将来を考えるために、選択が増えるのでとても良い機会だと思いました。娘も少しの

興味でも楽しかったみたいですが、やはり、生命を預かり、たくすという責任は難しいと思った様でした。 

・先生方の話を聞いて医師へのあこがれを持てたようです。ありがとうございました。 

・体験の際、先生からほめられた！医療関係に進んでみたい！と喜んで帰ってきました。難しい挑戦に

なるとは思いますが、そのような機会を与えていただけて感謝しております。 

・楽しい体験というのは、たくさんありますが、普通ではできない、おもしろい体験があれば今後もぜひ参

加させていただきたいです。 

・現在中学 3年生、医師になりたいと言っていたので今回良い経験をさせて頂き有難うございました。 

・院長先生のお話しはとても分かりやすく命の大切さなど子供達に良く伝わったと思います。他科の先生

方もお忙しい中ありがとうございました。 

 

 

ジュニアメディカルセミナーにご参加頂いた皆様並びにアンケートにご協力頂きました皆様へ、 

深く感謝申し上げます。皆様より頂きました貴重なご意見は、今後の病院運営の参考にさせて頂きます。

今後とも宗像水光会総合病院をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

宗像水光会総合病院 院長 田山 慶一郎 


