
それぞれの

診療科では

どういうことを

しているの？

ドクターって

どんな仕事を

するのかな？

病院の中は

どうなって

いるんだろう？

○開催期日 令和元年７月２９日（月）～８月２５日（日）

※ 開催日は医療機関によって異なります。

○開催場所 県内の医療機関（１４機関）

○開催診療科 産婦人科・麻酔科・小児科・救急科

※ 開催診療科は医療機関によって異なります。

○対象学生 岐阜県内に在籍し、将来医師を目指す中学２年生及び高校１年生

○企画内容 施設内見学、医療機器の体験、先生との意見交換 など

※ 体験・セミナー内容は医療機関によって異なります。

※ 医師を目指す方むけの内容となっております。

○申込方法 往復はがき、メール、申し込みフォームのいずれかに必要事項を
ご記入のうえ、岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課医療人材確
保係までお送りください。

○申込期限 令和元年７月５日（金）【必着】

夏休み、今しかできない体験がここにある…！

将来医師を目指している学生のみなさん、
この機会にぜひご参加ください！

各医療機関の開催日、

企画内容、申込方法等、

詳細はこちらのＨＰを

ご覧ください＊

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課医療人材確保係

〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１

T E L： 058-272-8879 F A X： 058-278-2871

Ma i l： c11230@pref.gifu.lg.jp

H P：検索ワード →「岐阜県」「みてみようドクターの仕事！」

http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-kangoshi/11230/taikenseminarh30.html



No 開催日 医療機関名 所在地 診療科 対象 募集
人数

集合時間 解散予定
時間

集合場所 内容 備考

① 7月29日（月） 岐阜市民病院 岐阜市
産婦人科
小児科

高校１年生 6 13:45 16:15 正面玄関

〇産婦人科
・内視鏡手術の疑似体験
・エコーの操作
・新生児の蘇生体験
・帝王切開の模擬体験
〇小児科
・小児科についての説明
・施設内見学（小児病棟等）

② 8月1日（木）
JA岐阜厚生連

岐阜・西濃医療センター
揖斐厚生病院

揖斐郡
揖斐川町

麻酔科
中学２年生
高校１年生

5 9:00 12:00 食堂2階
会議室

・病院概要説明
・麻酔科医師による体験教室
　・麻酔科の仕事について
　・手術室の見学
　・器械の説明
　・気管挿管のシミュレーション
　・質疑応答

③ ８月２日（金） 新生病院 揖斐郡
池田町

小児科 中学２年生 3 9:30 12:30 正面玄関
（受付）

・施設内・診察室の見学
・医療機器・検査機器の模擬体験
・医師・職員との意見交換

・昼食の持参不要
・隣接介護施設での食事提供（無料）

④ 8月5日（月） 岩砂病院・
岩砂マタニティ

岐阜市 産婦人科 高校１年生 8～10 9:30 15:30 正面玄関
（病院東側）

・産科医によるセミナー
（「僕が産科医になったわけ」をテーマに、これまでの人
生や産科医の魅力について語ります。）
・病院の概要説明と全体案内
・外来、病棟見学
（状況に応じて、いろいろな検査の様子をご見学いただ
きます。）

お昼は、職員食堂のランチを用意していま
す。
体験もかねて、ふだん病院の職員が食べて
いるものと同じものを召し上がってください。

⑤ 8月5日（月） 多治見市民病院 多治見市 救急科
中学２年生
高校１年生

2 13:00 16:00 正面玄関 2次救急医療現場体験
体操服・運動靴持参
保護者の同行不可

⑥ 8月5日（月） 多治見市民病院 多治見市 麻酔科
中学２年生
高校１年生

2 13:00 16:00 正面玄関 OP室現場体験手術見学
体操服・運動靴持参
保護者の同行不可

⑦ 8月5日（月） 多治見市民病院 多治見市 小児科
中学２年生
高校１年生

2 13:00 16:00 正面玄関 小児科外来診療見学
体操服・運動靴持参
保護者の同行不可

⑧ 8月6日（火） 岐阜大学医学部
附属病院

岐阜市 産婦人科 高校１年生 3 9:00 12:00
病院1階
正面玄関
（総合案内）

産婦人科病棟の見学

⑨ 8月6日（火） 岐阜大学医学部
附属病院

岐阜市 小児科 高校１年生 5 8:30 12:00
病院1階
正面玄関
（総合案内）

小児科病棟見学、新生児蘇生法実習、超音波検査体
験実習

⑩ 8月6日（火） 岐阜大学医学部
附属病院

岐阜市 麻酔科 高校１年生 4 8:45 11:00
病院1階
正面玄関
（総合案内）

手術部見学
診療科紹介
モニタリング実習
実技模擬体験
意見交換等

⑪ 8月6日（火） 岐阜大学医学部
附属病院

岐阜市 救急科 高校１年生 5 9:30 11:00
病院1階
正面玄関
（総合案内）

ドクターヘリ、ドクターカー見学

⑫ 8月7日（水） 平野総合病院 岐阜市 産婦人科
中学２年生
高校１年生

2 9:00 12:00 病院1階
総合受付

・診察、処置、検査の見学
・病院見学
・意見交換　　など

⑬ 8月7日（水） 平野総合病院 岐阜市 小児科
中学２年生
高校１年生

2 9:00 12:00 病院1階
総合受付

・診察、処置、検査の見学
・病院見学
・意見交換　　など

※２ページ目もあります　→

夏休み医療実習体験セミナー「みてみようドクターの仕事！」開催日程一覧
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No 開催日 医療機関名 所在地 診療科 対象 募集
人数

集合時間 解散予定
時間

集合場所 内容 備考

⑭ 8月8日（木）
ＪＣＨＯ

可児とうのう病院
可児市 救急科 高校１年生 4 9:30 12:00

可児とうのう病
院

１階ロビー

・病院概要説明
・救命救急処置等体験
　（心電図、血圧、体温、呼吸測定、静脈路の確保）
・カウンターショックの実際
・医師との意見交換

⑮ 8月9日（金） 岩砂病院・
岩砂マタニティ

岐阜市 産婦人科 中学２年生 4～5 9:30 15:30 正面玄関
（病院東側）

病院の概要概要説明と全体案内・外来・病棟見学
（状況に応じて、いろいろな検査の様子をご見学いただ
きます。）

お昼は、職員食堂のランチを用意していま
す。
体験もかねて、ふだん病院の職員が食べて
いるものと同じものを召し上がってください。

⑯ 8月19日（月） 岐阜県
総合医療センター

岐阜市

産婦人科
小児科
麻酔科
救急科

中学２年生
高校１年生

6 9:50 15:30 正面玄関
・病院概要説明
・院内施設見学、体験
・質疑応答

昼食持参必要

⑰ 8月20日（火）
県北西部

地域医療センター
国保白鳥病院

郡上市 婦人科
中学２年生
高校１年生

2 13:45 16:00 正面玄関
・病院内施設の案内、説明
・医療機器を用いた実習体験

⑱ 8月20日（火）
県北西部

地域医療センター
国保白鳥病院

郡上市 小児科
中学２年生
高校１年生

2 13:15 15:30 正面玄関
・病院内施設の案内、説明
・予防接種の見学

⑲ 8月20日(火) 朝日大学病院 岐阜市 麻酔科
中学２年生
高校１年生

5 9:00 14:20 1階ローソン前

１．病院内施設等の見学
２．コース別セミナー（講義、見学、実習等）（※）
３．医師との懇談、Ｑ＆Ａ

（※）コース別セミナー概要
　麻酔管理について、救急蘇生、気道確保、パルスオ
キシメータ操作などを体験を交えて学んでいただきま
す。

昼食持参不要
病院でご用意します。（無料）

⑳ 8月20日（火） 朝日大学病院 岐阜市 救急科
中学２年生
高校１年生

5 9:00 14:20 1階ローソン前

１．病院内施設等の見学
２．コース別セミナー（講義、見学、実習等）（※）
３．医師との懇談、Ｑ＆Ａ

（※）コース別セミナー概要
　「脳卒中救急の現場」と題して、救急外来、検査、治
療、リハビリについて学んでいただくほか、マイクロによる
血管吻合を体験していただきます。

昼食持参不要
病院でご用意します。（無料）

㉑ 8月21日(水) 岐阜市民病院 岐阜市 麻酔科 高校１年生 5 13:45 15:15 正面玄関
・麻酔についての説明
・気管挿管
・施設内見学（手術室等）

㉒ 8月21日（水） 中濃厚生病院 関市 小児科 中学２年生
高校１年生

2 9:00 12:00 玄関ホール
・病院概要説明
・施設内見学（小児科病棟）
・小児科診察見学

㉓ 8月21日（水） 中濃厚生病院 関市 麻酔科 中学２年生
高校１年生

3 9:00 12:00 玄関ホール

・病院概要説明
・施設内見学（手術部門）
・シミュレーターによる気管挿管
・心肺蘇生体験　等

㉔ 8月21日（水） 中濃厚生病院 関市 救急科 高校１年生 3 9:00 12:00 玄関ホール
・病院概要説明
・施設内見学（手術部門）
・高機能シミュレーター体験（救急蘇生等）

㉕ 8月24日（土）
公立学校共済組合
東海中央病院

各務原市 救急科 高校１年生 6 9:00 15:00 3階大会議室

・救急科
（循環器内科医師による講義、シミュレーション体験）
・病院見学(救急外来、検査室、HCU）
・質疑応答

昼食については、こちらでお弁当を用意しま
す（参加者無料）

シミュレーション人形を使って、救急外来に
運ばれた患者さんがどのように治療されてい
くのか体験していただく予定です。

㉖ 8月25日（日） 総合病院
中津川市民病院

中津川市 救急科
中学２年生
高校１年生

2 10:30 16:00 正面玄関

・ドクターカーについて説明
・ドクターカー装備品について
・ドクターカー乗車体験
・救命訓練体験
　（スケジュールは当日の救急対応状況により変更があ
ります）

救急要請があった場合、現場への保護者様
の同行は不可といたします。その他の同行は
可とします。（昼食は参加学生は無料で準備
いたします。保護者様は希望があれば有料
で対応します。）

㉗ 8月25日（日） 総合病院
中津川市民病院

中津川市 小児科
中学２年生
高校１年生

5 10:30 16:00 正面玄関

・小児科についてレクチャー
・皮膚縫合実習
・超音波検査
・人工血管で採血実習
・インフルエンザや、はしか等にかからない為に（講義）

保護者同行は可とします。（昼食は参加学生
は無料で準備いたします。保護者様は希望
があれば有料で対応します。）

※　申込状況や開催医療機関の都合により、企画内容の変更、又は企画の実施を取りやめることがあります。
※　当日の参加者の体調不良等の事情により他の患者様に影響が出るでる恐れがある場合には、当日のご参加をご遠慮していただくことがあります。
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○ 往復はがきの場合

往信（表面） 返信（裏面）

切手

〒500-8570

（白紙）

往信

岐阜県岐阜市薮田南2－1－1

岐阜県庁 医療福祉連携推進課

医療人材確保係 行

※ 何も書かないでください。

応募の結果を後日

返信はがきにて郵送します。

返信（表面） 往信（裏面）

切手

〒○○○-○○○○ 「みてみようドクターの仕事！」参加希望

（1） 参加者氏名（ふりがな）

（2） 学校名、学年

（3） 生年月日

（4） 住 所

（5） 電話番号

（6） 緊急連絡先（保護者の電話番号等）

（7） メールアドレス

（8） 参加希望回（別紙「開催日程一覧」参照）

（参加希望日、病院名、診療科）※第3希望まで

1．○番 ○月○日 ○○病院 ○○科

2．○番 ○月○日 ○○病院 ○○科

3．○番 ○月○日 ○○病院 ○○科

（9） その他

※ 応募理由や保護者の参加希望の有無等ご

ざいましたらこちらにご記入ください。

返信

○ メールの場合 ： 上記（1）～（9）を本文に記入してください。 メール c11230@pref.gifu.lg.jp

○ 申込フォームの場合 ： 岐阜県HP『「みてみようドクターの仕事！」申し込みフォーム』からお申し込みください。

http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-kangoshi/11230/taikenseminarh30.html

申し込み期限 ： 7月5日（金）【必着】

※

※

※

※

※

※

往復はがきの場合、7月5日（金）17：00までに必ず着くようにしてください。7月4日（木）までの消印がある場合は
有効とします。
メールで申し込みをされる方は、県や医療機関からのメールが届くように設定をお願いします。
（8）参加希望回は別紙「開催日程一覧」の左端に記入してある番号（①、②、③、…）を記入してください。

申込多数の場合は抽選で参加者を決定させていただきます。結果は、往復はがきの場合は返信はがき、メール
または申し込みフォームから応募の場合はメールでご連絡いたします。

企画中、県や開催医療機関が開催風景を写真撮影させていただき、撮影した写真を県や医療機関のホーム
ページ等で掲載させていただきますので、ご了承ください。また、報道機関からの取材、写真撮影が行われる場
合もあります。

参加に当たり、保護者の方が見学を希望される場合は「（9）その他」欄にその旨ご記入ください。 なお、開催医療
機関の都合によりご希望に添えない場合がございます。

お送りいただいた個人情報は開催医療機関に提供させていただくほか、県での今後の事業啓発に活用させてい
ただきます。また、企画にご参加いただいた学生の方には、今後の進路をお尋ねいたしますのでご承知おきくださ
い。

記入要領・記入例

○○県○○市○○町○○ｰ○
○○アパート○○号
○○ ○○ 様

mailto:c11230@pref.gifu.lg.jp
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-kangoshi/11230/taikenseminarh30.html

