
高校生を対象とする医療体験セミナーの実施について 

 

１ 概 要 

  地域医療の理解促進や将来の医師確保に資することを目的に次の医療機関が高校生(全学年)

を対象とした医療体験セミナーを実施します。 
 

２ 実施医療機関等（申込締切日及び問合せ先等の詳細は別紙１のとおり）   

  実施する医療機関及び開催予定日等は次のとおりです。 
 

医療機関名 開催予定日 定員 内  容 

①広島市立広島市民病院 8 月 3 日(金) 10 名程度 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ，院内見学，救急蘇生体験，心電図,エコー体

験，病院食体験(昼食) など 

②広島共立病院 
7/24(火 ),25(水 ) 

27(金),8/2(木) 
各 10 名 病院見学，血圧測定，研修医の話，高齢者疑似体験  

③中国労災病院 11 月 6 日(火) 6 名 
院長による講演，院内見学，BLS 講習会，AED 講習会，

ｼﾐｭﾚｰﾀｰを用いた模擬体験 

④興生総合病院 
夏休み期間(8 月

予定) 
10 名程度 

病院見学,講演,研修医の体験談,救急蘇生法体験,疑似手術体

験(手洗い～縫合),疑似採血体験,骨折治療器具使用体験  

⑤ＪＡ尾道総合病院 8 月 30 日(木) 6 名程度 
病院紹介，内科,外科の仕事の紹介，手術,検査器具の操

作体験，質疑応答，記念撮影，ｱﾝｹｰﾄ 

⑥尾道市立市民病院 11 月 10 日(土) 未定 救急蘇生体験，実技体験(縫合処置など)  

⑦公立みつぎ総合病院 10 月 27 日(土) 10 名程度 
健康福祉展の見学及び体験，施設見学(医療機器など),

地域包括ケアについての説明 など 

⑧市立三次中央病院 11 月ごろ 20 名程度 
病院見学，病院食体験(昼食)，模擬手術体験(結さつ体験
など),内視鏡手技体験，救急蘇生基本手技体験 

⑨安芸太田病院 3 月(春休み)  5 名 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ，病棟見学, 手技体験(血圧測定など) 職場見

学(医療機器操作見学) 

⑩神石高原町立病院 3 月(春休み) 5 名程度 
各診療部門見学，AED,蘇生術体験，心電図,エコー体験,

病院食体験(昼食)，模擬注射(ｼﾐｭﾚｰﾀｰ)，懇談会 など 
  

３ 申込方法 

  高等学校から直接，別紙２により，参加を希望する医療機関に申し込んでください。 

  申込みの期限及び問合せ先等の詳細は，別紙１のとおりです。 

なお，参加希望者が多数の場合は，参加できない場合がありますので，御了承ください。参加

の可否については，申し込まれた医療機関から連絡があります。 
   

４ その他 

 (1) 開催内容等は，直接，病院担当者に問い合わせください。 

   なお，各医療機関の開催日等の情報は，(財)広島県地域保健医療推進機構が運営するホーム

ページ「ふるさとドクターネット広島」（http://www.dn-hiroshima.jp）にも掲載しています。開

催日や申込締切日等が未定の医療機関については，詳細が決まり次第，順次情報を更新します

ので，ホームページを御参照ください。 
 
   ※「ふるさとドクターネット広島」は，(財) 広島県地域保健医療推進機構が県(医療政策課)から委託を受

けて運営しているサイトです。 
 

 (2) このセミナーの実施については，報道機関に情報提供を行うこととしていますので，セミナ

ーの開催時に取材に来られる可能性があります。生徒のプライバシーに配慮するよう要請し

ますが，可能な範囲での御協力をお願いします。 
 

(3) 問合せ先 

   (財)広島県地域保健医療推進機構 地域医療推進部 

TEL082-256-2011（担当者：田中,木村） 

   ※開催内容等の詳細は，直接病院担当者にお問い合わせください。 

http://www.dn-hiroshima.jp/


①広島市立広島市民病院 ②広島共立病院 ③中国労災病院 ④興生総合病院 ⑤ＪＡ尾道総合病院

〒730-8518 〒731-0121 〒737-0193 〒723-8686 〒722-8508

広島市中区基町7-33 広島市安佐南区中須2-19-6 呉市広多賀谷1-5-1 三原市円一町2-5-1 尾道市平原1-10-23

８月３日（金）
７月２４日（火），２５日（水），２７日
（金），８月２日（木）

１１月６日（火） 夏休み期間（８月予定） ８月３０日（木）

メール メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ

７月２０日（金） ７月２０日（金） １０月３１日（水） 未定 ８月１０日（金）

１０名程度 各１０名 ６名 １０名程度 ６名程度

【開催時間　10：00から15：00まで】 【開催時間　9：30から15：30まで】 【開催時間　10：00から15：00まで】 ・病院見学 ・病院紹介

・オリエンテーション ・病院見学 ・院長による講演 ・講演 ・内科，外科の仕事の紹介

・院内見学 ・血圧測定 ・院内見学 ・研修医の体験談 ・手術，検査器具の操作体験

・救急蘇生体験 ・研修医のはなし ・ＢＬＳ講習会 ・救急蘇生法体験 ・質疑応答

・心電図，エコー体験 ・高齢者疑似体験 ・ＡＥＤ講習会 ・疑似手術体験（手洗い～縫合） ・記念撮影

・病院食体験（昼食） ・シミュレーターを用いた模擬体験 ・疑似採血体験 ・アンケート

など ・骨折治療器具使用体験

担当部署 研修管理委員会（事務室庶務係） 後継者育成室 総務課 総務部 人事課

担当者 團　生幸（だん　みゆき） 権藤　正広 野村　洋介 川中　伸一 山下 雄三

電話番号 082-221-2291 082-879-1111 0823-72-7171 0848-63-5500 0848-22-8111

ＦＡＸ番号 082-223-5514 082-879-6964 0823-74-0371 0848-67-8192 0848-23-3214

E－ｍａｉｌ dan-m@city.hiroshima.jp medi-wing@hiroshimairyo.or.jp shomu@chugokuh.rofuku.go.jp medical@rijinkai.or.jp ri.onomichi@hirokouren.or.jp

⑥尾道市立市民病院 ⑦公立みつぎ総合病院 ⑧市立三次中央病院 ⑨安芸太田病院 ⑩神石高原町立病院

〒722-8503 〒722-0393 〒728-8502 〒731-3501 〒720-1522

尾道市新高山3-1170-177 尾道市御調町市124 三次市東酒屋町531
山県郡安芸太田町大字下殿河内
236

神石郡神石高原町小畠1763-2

１１月１０日（土） １０月２７日（土） １１月頃 ３月（春休み） ３月（春休み）

メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ メール，ＦＡＸ

１０月上旬 １０月１２日（金） １０月末 ２月末 １２月末

未定 １０名程度 ２０名程度 ５名 ５名程度

・救急蘇生体験 ・健康福祉展の見学及び体験 ・病院見学 【開催時間　9：30から15：30まで】 ・各診療部門見学

・実技体験（縫合処置など） ・施設見学（医療機器など） ・病院食体験（昼食） ・オリエンテーション ・ＡＥＤ，蘇生術体験

・地域包括ケアについての説明 ・模擬手術体験（結紮体験など） ・病棟見学 ・心電図，エコー体験

など ・救急蘇生基本手技体験 ・手技体験（血圧測定など） ・病院食体験（昼食）

・内視鏡手技体験 ・職場見学（医療機器操作見学） ・模擬注射（シミュレーター）

・懇談会

など

担当部署 庶務課　庶務係 総務課 病院企画課 事務室 総務課

担当者 山本　浩樹 大本　久美 平田　照子 冨樫　辰二 信岡　利彦

電話番号 0848-47-1155 0848-76-1324 0824-65-0101 0826-22-2299 0847-85-2711

ＦＡＸ番号 0848-47-1171 0848-76-3002 0824-65-0150 0826-22-0623 0847-85-2754

E－ｍａｉｌ yamamoto.hiroki@omhp.jp mcw124@poppy.ocn.ne.jp
t.hirata8842@city.miyoshi.hiros
hima.jp

daihyo@akiota-hp.jp info-jth@youseikai-grp.jp
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