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ご意見等について回答いたします。 

術後の説明がなかったような？ 

必ず術後に説明しておりますが、

不足があったようで申し訳ございま

せんでした。不明な点がありました

ら遠慮なくご質問ください。 

（循環器内科） 

４か月前から診療を始め 10 月に

手術が決まっているにも関わらず、

10月になり、術前検査では家族への

説明がなく、麻酔科への診療がなか

った。病院は何百人と手術をしてい

るかもしれないが、私にとっては初

めての手術だとわかっているのに、

「わかっているのが当たり前」みた

く言われるのはどうかと思います。 

誠に申し訳ございませんでした。

当該医師に指導しました。患者さん

やご家族に対する説明を欠かさず、

ご納得いただけるよう努めてまいり

ます。今後も市民の皆様の期待に応

えられるよう、スタッフの接遇、技

術の向上などの教育を徹底してまい

ります。この度は、貴重なご意見を

ありがとうございました。 

（産婦人科） 

診断書をもう少しはやく書いてほ

しい。病衣が高すぎる。長期入院の

場合の家族の駐車場の負担が高すぎ

るので定期券など発行してもらえる

と助かる。 

診断書をお渡しするまでに時間が

かかり申し訳ありませんでした。各

診療科部長を通じ、所属医師に対し

て、診断書を早期に作成するよう指

導しました。ご依頼があってから２

週間を目途に書類を完成するように

しておりますが、少しでも早くお渡

しできるよう、努力してまいります。 

病衣は、9 月 1 日から事業者によ

るレンタルに変更しました。サービ

ス品として日用品が付与されるなど

の付加価値もございますが、今後、

可能な限り金額の見直しも行えるよ

う事業者と話し合ってまいります。 

当院の駐車場は、土地所有者のご

理解をいただき、借地という形で大

半を確保しております。このため、

外来受診以外で駐車場をご利用いた

だく皆様には応分の負担をお願いし

ておりますのでご理解ください。ま

た、例外として医師により付き添い

が必要であると判断された入院患者

さんの付き添い者には、許可車両と

して 1日 110円で駐車場を利用でき

る駐車許可証を発行しておりますの

で、病棟にてご相談ください。 

（診療部、病院総務課、医事課） 

手術翌日、トイレに行くため看護

師さんを呼んだ時に、歩いて行ける

ことを教えてくれましたが、言い方

が冷たく感じ悪かったです。全体的

に説明もわかりやすかったのです

が、もっと先に教えてほしかったと

思うこともありました。説明不足な

所がありました。 

大変申し訳ございませんでした。

スタッフの接遇について、再度、指

導してまいります。また、病気に合

わせた十分な説明を行うよう検討し

てまいります。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（看護部） 

新生児と部屋が一緒だったので、

母子共に寝不足になってしまったこ

とが、少し不満です。 

小児病棟は、0～15 才のお子さん

が入院するため、同室になることが

あります。個室希望等のご相談に対

応いたします。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（看護部） 

番号が出たことに気付かなかった

私も悪かったと思うが、お片付けを

急いでいるのに「早くして」的な態

度が見えて、すごく嫌な気持ちにな

りました。 

不快な思いをさせてしまい、申し

訳ありませんでした。患者さんやご

家族のお気持ちを察したお声かけが

できるよう努めてまいります。貴重

なご意見をありがとうございまし

た。 

（看護部） 

吸入を親に託す看護師さんと親と

一緒にやってくれる看護師さんとい

た。嫌がることもあるので、一緒に

やっていただけた方が良い。 

大変申し訳ございませんでした。

お子さんの状態やご家族の希望など

を考慮しながら行わせていただきま

す。貴重なご意見をありがとうござ

いました。 

（看護部） 

寝る時は豆電球を消してほしい。 

病室の常夜灯は、患者さんの安全

のため消灯しておりません。ご理解

いただきますようお願いいたしま

す。 

（看護部） 

同室の方の機器がピーピー鳴って

ばかりで、看護師さんが止めても絶

えず鳴っていて、寝れなかった。隣

の面会の方が 3 時間以上いて、ずっ

と大きな声で話されていて、休めな

かった。面会時間も決めてほしい。 

ご迷惑をおかけし、申し訳ござい

ませんでした。機器を使用している

場合は、できる限り配慮して病室を

選択しておりますが、部屋の状況に

よって対応できないこともありま

す。危機管理にについては、十分注

意を払い対応してまいります。面会

者については、病室を巡回し、必要

に応じて待合室へのご案内をいたし

ます。貴重なご意見をありがとうご

ざいました。 

（看護部） 

電子レンジが両端２か所あると便

利です。お風呂がぬめっていて、薄

暗くてカビ臭くて気持ち悪かったで

す。 

ご不便をおかけし、申し訳ありま

せんでした。防災面を考慮し、電子

レンジの設置場所を検討させていた

だきます。お風呂の清掃については、

委託業者に丁寧な清掃をするよう強

く依頼しました。計画的なお風呂の

改修は検討してまいります。貴重な

ご意見をありがとうございました。 

（看護部、病院総務課） 

外来表示盤に「診察中、もうすぐ

お呼びします」の表示がされるが、

何時まで待つのかわからず、不安に

なる。表示がなくても看護師等から

待っている患者に対して、何らかの

説明が必要ではないかと思う。 

患者さんによって検査結果が出る

までに要する時間や処置等が異なる

ため、どのくらいお待ちいただくか

表示するのは難しい状況です。ご不

便をおかけし申し訳ありませんが、

ご理解とご協力をお願いいたしま

す。また、救急対応などで時間を要

する場合は、職員が説明しておりま

す。待っている方への説明につきま

しては、さらに向上できるよう努め

てまいります。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（看護部、医事課） 

掃除の人は朝 7 時から愚痴ばかり

言っていた。廊下で「帰りたい。ど

こをやればいい。」とか話している。

話の内容も愚痴ばかりで嫌だが、音

も大きい。嫌だなと思った。 
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不快な思いをさせてしまい、申し

訳ありませんでした。独り言でも周

りに影響を与えるため、注意するよ

う指導しました。 

（病院総務課） 

入院当日、入院セットの受付ブー

スが混雑していて、対応が遅い。1

から説明が必要な方と、定期的に入

院していて詳しい説明が不要な方と

分け、スムーズな対応を考えてほし

い。 

ご不便をおかけし、申し訳ござい

ません。スムーズな運用を行えるよ

う、説明済みの方とそうでない方を

分けた対応を検討させていただきま

す。 

（病院総務課） 

入院セットの説明場所がわからず

困る。CSセットと書かれていてもわ

からない。 

混乱を招き、申し訳ございません。

受付ブースに「CSセット」の表記だ

けでなく、「入院セット」を追記いた

します。 

（病院総務課） 

CSセット受付ブースの職員の方。

車椅子の方が、たまたま二人重なっ

てしまい通路が狭くなっていた。人

が 1 人通ることはできると思うが、

急に動いてぶつかると危ないので、

私はその横で待っていたら、職員の

方が私の後ろから来てそこを通って

いった。車椅子の方への配慮に欠け

ると思った。また、待っている私に

対しても失礼ではないかと思った。 

配慮に欠けた対応をとり、大変申

し訳ございません。CSセット（入院

セット）受付は、レンタル事業者の

職員が行っておりますので、事業者

には、こういったことのないよう接

遇教育を徹底するよう伝えました。 

（病院総務課） 

お風呂を改修していただけるとあ

りがたいです。20時まで入れるとあ

りがたいです。シーツやマスクをた

まに交換していただけるとありがた

いです。 

計画的なお風呂の改修は検討して

まいります。また、入浴時間につい

ても検討させていただきます。シー

ツは、週に 1度の交換となりますが、

汚れた場合は、その都度変えさせて

いただいております。なお、マスク

はご自身で準備していただいており

ます。説明や配慮が足りず、申し訳

ございませんでした。貴重なご意見

をありがとうございました。 

（病院総務課、看護部） 

7A 病棟のトイレを増やしてほし

い。 

ご不便をおかけし、申し訳ありま

せん。限られた広さの中で必要な設

備を設置しておりますので、現状で

はトイレを増やすことは難しい状況

です。ご理解をお願いいたします。 

（病院総務課） 

消灯時間が明記されていない。テ

レビの利用時間がわからない。 

ご迷惑をおかけしました。消灯時

間は午後 9 時、テレビの利用時間は

起床時間の午前 6 時から消灯時間の

午後 9 時までとなっています。入院

案内冊子の次回発注の際に追記させ

ていただきます。また、入院時のオ

リエンテーションの際には、看護師

から消灯時間とテレビの利用時間に

ついて説明するように指導いたしま

した。貴重なご意見をありがとうご

ざいました。 

（看護部、医事課） 

第三駐車場の地面に穴が開いてい

て、つまづいたり転んだりする。灯

りもないので夜は足元も見えにく

い。 

不安な思いをさせてしまい、申し

訳ありません。穴については、補修

します。灯りについては、3箇所設置

しております。住宅等の周辺環境に

配慮し、午後 8時 45分まで点灯して

おりますが、それ以降に帰宅する予

定の場合は、夜間も点灯している第 1

駐車場への駐車をお願いいたしま

す。 

（病院総務課） 

入院予定の方の荷物預かり所（ク

ロークのような）があった方がいい

と思う。車で来院しない方やお年寄

りの方が、大荷物で介助も必要とな

り、大変そうだった。 

入院予定の方の荷物預かり所の設

置について、必要性を含めて検討さ

せていただきます。貴重なご意見を

ありがとうございます。 

（病院経営課（患者サービス向上委

員会）） 

着せられた病衣の左肩に破れが 3

箇所あり、シャツが丸見えでした。

誰も気付かない？お金は必要でしょ

うか？ 

気付かずに破損した衣類をお渡し

し、申し訳ございませんでした。今

後、こういったことを起こさないた

めに、資材検品を徹底するよう事業

者へ強く指導しました。 

（病院総務課） 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（全体） 

色々と親切にしていただき、あり

がとうございました。 

（全体） 

人当たりが良く、全員が良い人達

でした。 

（診療部、看護部） 

親切に声をかけていただき、あり

がとうございました。説明も詳しく

してくださったので、わかりやすか

ったです。 

（看護部） 

言葉の出ない患者だったが、どの

看護師さんも丁寧で優しく、しっか

り対応してくれた。 

（麻酔科） 

事前説明がわかりやすく、手術直

前まで明るく声をかけてくださり、

不安や緊張がほぐれました。ありが

とうございます。 

（産婦人科、4A） 

母乳について相談したところ、一

生懸命にケアをしてくれました。お

かげでおっぱいが柔らかく、軽くな

りました。ありがとうございました。

診療所での出産がなかなか進まず、

緊急で中央病院に搬送されました。

先生が「一緒に頑張りましょう！」

と言ってくださり、もう一度やって

みよう！と思えました。看護師さん

が一生懸命に励ましてくれて心強か

ったです。 

（産婦人科、4A） 

転院で中央病院にお世話になるこ

とになり、不安で仕方がなかったで

す。出産時に担当してくれた看護師

さん、本当にありがとうございまし

た。携わってくれた先生やその他の

スタッフの皆様もありがとうござい

ました。アットホームな感じで、中

央病院で出産できてよかったと思っ

ています。お世話になりました。 

（産婦人科、NICU） 

どんなことも嫌な顔せずに対応し

てくださり、時にはアドバイスをし

ていただき、とても励みになりまし

た。これから赤ちゃんとの生活を頑

張っていきたいと思います。 
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（4A） 

看護師さんは、朝から手際よく仕

事をこなしている。患者さんに丁寧

に接していました。 

（4A） 

看護師さん達は産後の負担がなる

べく少なくなるように気遣ってくれ

ました。皆さんとても親切で入院中

穏やかに過ごせました。退院後の話

もとてもわかりやすく楽しく説明し

ていただいて助かりました。 

（小児科、4B） 

先生方、看護師さんに大変お世話

になりました。子どもの突然の発

熱・入院に不安でいっぱいでしたが、

先生からの丁寧な説明を聞き、安心

してお任せすることができました。

看護師さんとの交換日記、ママや赤

ちゃんへの優しい声かけ。毎日面会

に行く度に元気をもらいました。あ

りがとうございました。皆様、どう

かお身体を大切にお過ごしくださ

い。 

（歯科口腔外科、4B） 

先生・看護師さんの笑顔と温かい

お言葉がよかったです。今回の入院

で、娘の将来の夢は先生か看護師さ

んになりました。ありがとうござい

ました。 

（小児科、4B） 

妻が臨月の状況の中で柔軟に対応

していただき、とても感謝していま

す。医師、看護師の皆様、ありがと

うございました。 

（小児科、4B） 

子どもはもちろん私たち親にもと

ても丁寧に対応してくれて本当に心

強かったです。ミルクや母乳のあげ

方、おむつ交換など全ての説明がわ

かりやすかったです。本当によくし

ていただき、先生にも看護師さんに

も感謝でいっぱいです！本当にお世

話になりました！ 

（小児科、4B） 

先生や看護師の方々は優しく丁寧

で温かい感じがしました。こまめに

子どもを経過観察してくださって感

謝の気持ちでいっぱいです。 

（小児科、4B） 

入院案内の「こどもの権利」がよ

かったです。こどもが「いたい」「つ

らい」と言ったり、大声で騒いだり、

辛さを出していいことを明文化して

いただき、心が軽くなりました。看

護師さんの対応が素晴らしいです。

皆さん優しくて子ども想いで、あり

がたいです。とても丁寧に対応して

くださいました。先生は、毎日、説

明してくださいました。心から感謝

しています。 

（麻酔科、4B） 

先生がおもしろく、手術で不安だ

った気持ちを明るくしてくれまし

た。忙しい中でも丁寧に対応してい

ただき、ありがとうございました。

手術当日は、看護師さん達に見守ら

れながら手術室に向かうことができ

たので、不安もある中、安心するこ

とができました。入院中も優しく声

をかけていただきました。ありがと

うございました。 

（4B） 

親切に色々と教えてくれて、上手

くいかないことも優しく対応してく

れたので、不安が消えました。赤ち

ゃんや夫、私に対して、優しく愛情

をもって接してくださり、感謝して

います。この病院に預けることがで

きてよかったです。 

（4B） 

出産直後から色々な症状が見ら

れ、不安でしたが、試行錯誤して原

因を究明していただき、感謝でいっ

ぱいです。皆さんがとてもかわいが

ってくださり助かりました。これか

らもよろしくお願いいたします。 

（4B） 

親切なご対応をありがとうござい

ました。安心して入院することがで

きました。 

（小児科、4B） 

いつも子どもの様子など教えてい

ただけて、とてもよかったです。看

護師さんも先生もとても親切にして

くださり、生まれてすぐの入院も心

配することがありませんでした。あ

りがとうございました。 

（4B） 

皆さん優しく話しかけやすく、困

ったことをすぐに相談できて助かり

ました。母子共に初めての入院生活

で、何をどうすればいいのか不安で

いっぱいでしたが、毎日楽しく明る

く声をかけてくださる看護師の皆さ

んのおかげで、笑顔で入院生活を送

れました。 

（4B） 

子どもに優しく接してくれて、親

にも親切にしてくれて、安心できま

した。ありがとうございました。毎

日、交換ノートを読むのが楽しみで

した。 

（4B） 

わからないことを聞くとすぐに答

えてもらえたので、子どもの入院で

とても心配でしたが、安心してお任

せすることができました。忙しい中、

嫌な顔もせず、すぐに対応していた

だき、快適に過ごすことができまし

た。 

（4B） 

短い間でしたが、ありがとうござ

いました。細やかな対応で、安心し

ました。 

（4B） 

一つひとつの質問に丁寧に対応し

ていただき、ありがとうございまし

た。4Bの皆様は本当に心強いサポー

トをしてくださり、チームワークも

良かったです。 

（4B） 

とても親切にしていただき、居心

地の良い入院生活でした。ありがと

うございました。 

（4B） 

お世話になりました。スタッフの

皆さんがすごく親切にしてくれまし

た。夜も不安なく過ごせました。あ

りがとうございました。 

（4B） 

親切に対応してくださったため、

安心して入院することができまし

た。質問にはすぐに答え、子どもに

優しく声をかけてくださり、ありが

とうございました。 

（4B） 

ナースコールを押せば、すぐに対

応していただけるのでよかった。一

人の看護師さんだけでなく、何度も

点滴の確認をされていたので、安心

しました。 

（4B） 

皆さんにとても親切にしていただ

き、NICU から元気に出られ、本当に

よかったです。ありがとうございま

した。 

（4B） 

学校の先生への説明をしてくださ

ったり、忙しくていない間にも気に

かけてくださり、本当にありがとう

ございました。 

（4B） 

質問をすれば、すぐに教えてくれ、

安心して過ごすことができました。

本人にも親に対しても温かい言葉を
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かけ、母親の用事にも配慮してくだ

さり、ありがたかったです。中央病

院で入院・治療することができてよ

かったです。ありがとうございまし

た。 

（4B） 

夜中のお着替え等、お手数をお掛

けしましたが、迅速に対応していた

だきました。優しく明るく接してい

ただき、勇気づけられました。細か

い質問にも親切に対応していただ

き、ありがとうございました。 

（4B） 

皆様に親切、丁寧にしていただき、

思ったより早く退院でき、よかった

です。 

（4B） 

常に親切にしてくださり、とても

よかったです。窓際が空いた際には、

ベッドを動かしていただき、ありが

たかったです。 

（4B） 

怖がる娘に優しい言葉をかけてい

ただき、安心して入院できました。 

（4B） 

子どもの状態など不安に思うこと

について、しっかり答えてくれ、育

児の仕方などの質問にも対応しても

らえてよかったです。皆さんいつも

優しく話しかけてくれて、24時間体

制でしっかり子どもの面倒を見てく

れて、とても助かりました。退院が

早くできたのも皆さんのおかげだと

思います。ありがとうございました。 

（歯科口腔外科、5A） 

先生や看護師さんの親切で礼儀正

しい会話や気遣いに感謝していま

す。看護師さんが交替される時の挨

拶もよかったです。点滴や薬もよく

確認されていて、安心して治療を受

けられました。 

（5A） 

入院患者の側に立って、献身的に

サポートしていただきました。 

（6A） 

スタッフ全員キビキビと働き、し

かも優しく対応してくださり、感謝

しております。大変なお仕事だと感

じました。ありがとうございました。 

（6A） 

対応も親切で、丁寧に看護してい

ただきました。 

（6A） 

質問への対応などに心温まるもの

がありました。大変お世話になりま

した。ありがとうございました。 

（6A） 

優しい物言い、笑顔。病室が明る

くなります。 

（循環器内科、7A） 

とても親切な対応で、安心して入

院・手術をすることができました。 

（循環器内科、7A） 

わかりやすい説明をありがとうご

ざいます。検査も痛みや腫れもなく、

手首から手術していただき感謝で

す。看護師の方々も丁寧に処置等し

てくださり、ありがとうございまし

た。患者さんとの言葉のやり取りも

楽しく聞かせていただきました。看

護だけでなく、色々な面のスペシャ

リストですね。 

（循環器内科、7A） 

先生のカテーテル検査の説明がわ

かりやすかった。全般的に丁寧でし

た。看護師さんの対応がよかった。

言葉や説明等。 

（循環器内科、7A） 

術後すぐに「心配ないようです。」

と声をかけてくださった。結果に不

安を持っていたので安心できた。説

明も丁寧で、今後は体に気をつけて

過ごそうとゆとりを持って考えるこ

とができた。看護師さんの笑顔と明

るい声に励まされる。 

（循環器内科、7A） 

自身が救急患者になって初めて、

迅速で的確な中央病院の緊急対応に

感謝したいと思います。救急車の救

急救命士さん、玄関で待っていた看

護師さんと先生方。その素早さが、

私を心筋梗塞から回復させてくれた

のだと思っております。本当にあり

がとうございました。排泄から食事

まで看護師さんにお世話になりまし

た。お願いしても嫌な顔一つ見せず、

笑顔で対応していただき、感謝の言

葉しか申し上げられません。ありが

とうございました。 

（循環器内科、7A） 

十分な治療をしていただき、心か

ら感謝しております。看護師さんの

心からの看護に感謝しております。

このチームワークを発展させてくだ

さい。中央病院を悪く言う人もいま

すが、私は応援させてもらいます。

ありがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

前回のカテーテルの時にとても寒

かったので、今回は事前に伝えたと

ころ、靴下もを履かせてくれ、バス

タオルで温めてくださいました。安

心して検査を受けることができまし

た。看護師の方々は優しかったです。

ありがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

先生はじめ全員が親切で明るく、

患者は元気づけられます。これから

も続けてください。 

（循環器内科、7A） 

どなたも親切だった。先生は、親

切かつ早期に検査にあたってくれ

た。 

（7A） 

全員が丁寧でした。 

（7A） 

全員素晴らしかったです。よく気

遣ってくれました。ありがとうござ

いました。 

（7A） 

説明等をしっかりしていただい

て、自分の症状がよく理解できまし

た。 

（7A） 

皆さんとても親切な声かけをして

くださり、初めての手術でしたが、

不安もなく無事に終えられました。

ありがとうございました。 

（7A） 

丁寧に説明してくれた。看護師さ

んの対応がよかった。 

（7A） 

職員全体の教育が行き届いてお

り、快適な入院ができました。 

（7A） 

全員、物腰が柔らかく、いるだけ

で安心できました。夜中にパニック

になり騒いだときにも、とても優し

くて安心しました。 

（7A） 

スタッフ全員がいつも笑顔で対応

してくれて、患者さんが不安になら

ないようにしてくれていました。ス

タッフ全員がテキパキと動いてい

て、とても感心しました。 

（医事課） 

今年初めに入院費のクレジットカ

ード払いのことで投書しました。改

善されているようで嬉しかったで

す。ありがとうございました。 

 


