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ご意見等について回答いたします。 

1 か月ぶりに主治医に診てもらえ

ると思っていたが、1 月からシステ

ムが変わったということで突然違う

医師による診察となった。事前の説

明もなく、こちらとしても不安です。 

説明が足りず、申し訳ございませ

んでした。円滑に診療できるよう、

適宜、病棟・外来の医師配置を変更

しており、基本的に妊婦検診は交代

制による診察となっております。医

師を変更できる場合もありますの

で、お気軽にスタッフにご相談くだ

さい。貴重なご意見をいただき、あ

りがとうございました。 

（産婦人科） 

午前 9 時前に来院して、ＭＲＩ検

査に入る午後 3 時半まで、本当に長

かった。食事や飲み物に制限がある

のはわかるが、その間に外に出たり、

早い時間にＭＲＩを撮ったりするこ

とはできないのか。 

長くお待たせしてしまい、申し訳

ございませんでした。ＭＲＩ検査を

行う際、子どもたちにとって 30分以

上、身体を全く動かさないことは困

難なため、お薬での鎮静が必要とな

ります。起床後間もない午前中はお

薬が効きづらいこともあり、午後に

検査を設定しています。また、強制

的に眠らせる鎮静は自然睡眠と全く

異なり、小児では、ごくわずかな量

の鎮静薬によっても上気道閉塞や呼

吸停止等の危険性があるため、確実

に絶食時間を確保する必要がありま

す。絶食時間の確保と不要な感染防

止のため、病室での待機をお願いし

ております。ご理解とご協力をお願

いいたします。なお、引き続き、待

ち時間の苦痛軽減策についても検討

いたします。貴重なご意見をいただ

き、ありがとうございました。 

（小児科） 

わからないことを尋ねたら、感じ

の悪い言い方で返事をする。しっか

り看護してもらえているのかとても

不安。説明不足。患者の訴えをしっ

かり聞いてくれない。 

不快な思いをさせてしまい、誠に

申し訳ございませんでした。今後、

このようなこがないよう丁寧な説明

と対応を心がけ、さらに教育を徹底

してまいります。 

（診療部、看護部） 

薬がなくなったため、同じ薬を追

加で出していただきたかったのです

が、本人が来院しないと出せないと

のことでした。体調が思わしくない

中、本人が救急外来に来たら、待合

室で 3 時間待ちました。継続の薬は

こんな風にせずに出していただけれ

ば幸いです。 

ご意見ありがとうございます。救

急外来では、緊急の処置が必要な患

者さんや重症患者さんを診療するた

め、お薬の処方で受診される患者さ

んはお待たせしてしまいます。でき

るだけ定期受診の際に処方してもら

うようご協力をお願いいたします。 

（看護部） 

足に取り付けた機器の説明がほし

かった。 

体の酸素を測定する機械の説明が

不足したため、ご心配をおかけし、

大変申し訳ありませんでした。今後

は十分に説明し、対応するよう指導

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） 

湿度が 20％にまで下がっていた

ので、加湿していただけると助かり

ます。 

ご不便をおかけし、申し訳ござい

ません。感染管理上、加湿器の使用

ができません。できる限り室内の温

度調整に気を配っていきます。ご理

解をお願いいたします。 

（看護部） 

話したことで、一部は納得しまし

たが、大いに検討し改善を願いたい

ものです。すべてのことに関して説

明不足が多く、目の前にいる時はに

こやかに対応してくれて、とても良

いことですが、後が悪い。 

配慮が足りず、大変申し訳ござい

ませんでした。丁寧な説明を心がけ

てまいります。ご不明な点がありま

したら遠慮なくご質問ください。 

（消化器内科、看護部） 

面会に来てもらっている時、声も

かけられずにカーテンを開けられて

びっくりしました。ひと声あっても

いいと思います。 

不愉快な思いをさせてしまい、申

し訳ございませんでした。声かけを

心がけ、返事を待ってからカーテン

を開けるよう周知いたします。貴重

なご意見をありがとうございまし

た。 

（看護部） 

透析が終わり、病棟から迎えが来

てくれるまで 25分。こんなこと初め

てです。 

不快な思いをさせてしまい、申し

訳ありませんでした。今後は確実な

連携で、患者さんをお待たせするこ

とのないよう努めてまいります。 

（看護部） 

相部屋の入院患者さんのところへ

一度に 5 人もの見舞客がいらして、

耳が遠い私でもうるさく感じるほど

でした。とても耳障りでした。看護

師さんから一言注意していただきた

かったです。 

トイレを流さない患者さんがいま

すが、トイレの構造にも問題がある

と思います。自動洗浄が無理なら、

手をかざすと流れるシステム等の導

入をご一考いただきたいです。ドア

か壁に大きく張り紙をする等お願い

します。 

配慮が足りず、申し訳ございませ

んでした。待合室へご案内する等の

対応を心がけてまいります。なお、

トイレの洗浄については、「使用後に

水を流してください」等の張り紙の

貼付を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し

た。 

（看護部、病院総務課） 

正面玄関の椅子が低くて立ち上が

るのが大変。会計前にある茶色の椅

子の高さが良い。検討してほしい。 

ご不便をおかけし、申し訳ござい

ませんでした。現場確認を行い、改

修できるか検討してまいります。ご

理解をお願いいたします。 

（病院総務課） 

第一駐車場出口にある誘導員の控

室での喫煙。料金支払いの時、窓を

開けた瞬間に車の中に煙が入ってき

て、発作が起きそうになりました。 

ご迷惑をおかけし、申し訳ござい

ませんでした。駐車場係には休憩時

間に所定の喫煙所にて喫煙するよう

指導しました。 

（病院総務課） 

ＣＳセットにサービス品が付いて

いるが、若い人には必要のない入れ

歯ケースなどが入っている。必要な

人に付ければいいと思う。いらない

人は、その分安く設定してほしい。 

ＣＳセットを運営している事業者

に、いただいたご提案内容を伝え、

検討させていただきます。貴重なご
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意見をありがとうございました。 

（病院総務課） 

トイレに入ろうとしたら清掃中だ

ったため声をかけたが、無視された。

挙句にバタンバタンと壁に物をぶつ

けるように清掃され、とても気分が

悪かった。 

不快な思いをさせてしまい、申し

訳ありませんでした。清掃に集中し

ていたため、お声が聞こえず、無視

しているような態度になってしまっ

たということが確認できました。ま

た、力を入れて作業しているため、

壁に清掃用具が当たってしまうとの

ことでした。今後は業務に集中しつ

つも、周りに気を配り、利用者の方

が不快に感じないように作業するよ

う指導しました。 

（病院総務課） 

サニタリーボックスや紙オムツ入

れも置いてほしい。雨の日で仕方な

いが、床が濡れていた。スタッフに

言っても「雨の日はね。」と仕方ない

様子でした。忙しい皆さんには頼れ

ないので、すぐに使える雑巾を目に

付くところに置いてください。 

不快な思いをさせてしまい、申し

訳ございませんでした。天候が悪い

日は、より行き届いた清掃を行うよ

う清掃担当者に指導しました。サニ

タリーボックス等は、すでに設置し

ております。貴重なご意見をありが

とうございました。 

（病院総務課） 

トイレの中の荷物を置く棚が小さ

いので、カバン等を引っかける所が

ほしいです。 

ご提案ありがとうございます。フ

ックのないトイレには、随時フック

を設置してまいります。 

（病院総務課） 

トイレのごみ箱が手を拭いた紙で

溢れている。ゴミ箱の蓋の上に「小

さく丸めてお捨てください。」と張り

紙をした方がいいのではないか。壁

に貼っても効果がないみたい。看護

師さんも手洗いの後、丸めずに捨て

ていた。 

ご提案ありがとうございます。職

員には、手を拭いた後の紙ごみを小

さく丸めて捨てるよう周知徹底し、

張り紙については検討させていただ

きます。 

（病院総務課） 

大腸の疾患で入院していたので、

トイレットペーパーはもう少し上等

なものにしていただくとありがたい

です。硬くて。 

ご不便をおかけし、申し訳ござい

ませんでした。当院では、支援の意

味も含めて、就労継続支援Ｂ型事業

所（くすの木学園）からトイレット

ペーパーを購入しておりますので、

商品の変更が困難です。ご迷惑をお

かけしますが、現状にてご理解くだ

さい。 

（病院総務課） 

先日、テレビでファシリティドッ

グを取り上げていました。この病院

でも導入を検討していただけないで

しょうか。 

当院は入院患者さんの平均年齢が

高く在院日数も短いため、現時点で

はファシリティドッグを導入する予

定はございませんが、今後の参考と

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した。 

（病院経営課（患者サービス向上委

員会）） 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（診療部） 

朝、年配の先生が回診に来て、安

心できる声かけをしてくれた。 

（血液内科） 

親切・丁寧でわかりやすく説明し

てくださいました。質問にも的確に

答えてくださいました。 

（脳神経外科） 

先生が「大丈夫。しっかり治療し、

根治を目指します。」と笑顔で話しか

けてくださいました。先生の笑顔に

どれだけ救われたことか。先生を見

かけると自然と心穏やかになりま

す。ありがとうございます。 

（看護部） 

長いことお世話になりました。お

手数をおかけしましたが、よく看て

いただきましたこと、感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

（内視鏡室） 

入室した時に職員の方が内線で話

をしていました。終わった時に「申

し訳ありませんでした。電話対応を

しておりました。」と私に声をかけて

くれました。業務中の電話は、当た

り前のことで本来は謝る必要などな

いのに。なんて素晴らしいと思いま

した。 

 

（産婦人科、4A） 

先生も看護師の方も全員感じが良

く親切で、とても居心地がよかった。

陣痛中には励ましてくれ、産んだ後

も入院中も気にかけてくれて嬉しか

った。 

（4A） 

初産だったので、授乳に苦戦しう

まくいかないことが多くありました

が、スタッフの方が具体的にアドバ

イスしてくださったり、夜間こまめ

に様子を見に来てくださったりし

て、とてもありがたかったです。あ

りがとうございました。 

（4A） 

初めての出産でわからないことば

かりの中、わかりやすい回答や、体

に触る時の優しく痛みを感じない対

応にとてもほっとできました。ケア

の仕方が丁寧でした。本音も話せま

した。 

（4A） 

大変お世話になりました。ベテラ

ンさん揃いで、安心して過ごすこと

ができました。妊娠中は不安定でし

たが、元気な子に会えて、安心しま

した。 

（4A） 

どの方も体調のことや悩みを親身

に聞き、相談に乗ってくれ、わかり

やすく教えてくれたので、育児がや

りやすくなり本当によかったです。 

（4A） 

初めての入院・手術で不安でした

が、手術当日に手術室まで付き添っ

てくれた時、とても優しく親切にし

てくれて本当にありがたかったで

す。安心して入院できました。あり

がとうございました。 

（4A、4B） 

出産の際に転院して来ましたが、

皆様全員親切だったので、安心して

出産し、その後の入院生活を送るこ

とができました。今後もどうぞよろ

しくお願いします。 

（小児科、4B） 

先生はじめスタッフの皆さんの優

しく親切な対応により、安心して治

療を受けることができました。子ど

もも落ち着いて過ごすことができた

ように思います。子どもの元気な姿、

笑顔が見られるようになったのは、

皆さんのおかげです。本当にありが

とうございました。 
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（小児科、4B） 

予定より早く退院できたのは、先

生、看護師の皆様のおかげです。本

当に感謝しています。ありがとうご

ざいました。 

（小児科、4B） 

皆様が優しく接してくださり、と

ても心強かったです。先生はじめ看

護師さんが丁寧に説明してくださっ

たので、安心して過ごすことができ

ました。ありがとうございました。 

（小児科、4B） 

検査前の不安な時、看護師さんが

明るく接し、わかりやすく説明して

くださり、安心しました。回診時は、

先生がとても丁寧に細かく説明して

くださり、わかりやすかったです。 

（4B） 

とても丁寧に対応していただき、

ありがとうございました。大変お世

話になりました。 

（4B） 

不安を解消できるよう努めてくだ

さり、治療内容や授乳方法などを丁

寧に教えてくれました。相談しやす

く、話しやすかった。スタッフさん

の温かい声かけに励まされ、すごく

安心した。夫婦揃って「中央病院に

来てよかった！」と心から思ってい

ます。本当にありがとうございまし

た。 

（4B） 

相談の度に優しくアドバイスをし

てくださり、安心できました。親身

になって応えてくださり、とても感

謝しています。ありがとうございま

した。 

（4B） 

経験からのアドバイスがあってよ

かった。昨年、入院した弟のことを

覚えてくれていて、嬉しかった。大

変お世話になりました。 

（4B） 

親切にしてくれてありがとうござ

いました！！！ 

（4B） 

温かな声かけと笑顔で接していた

だいたので、子どもが安心して治療

を受けることができました。ありが

とうございました。 

（4B） 

子どもに優しくしてくださり、あ

りがとうございました。 

（4B） 

親切・丁寧でとてもよかったです。 

（4B、栄養科） 

丁寧に説明してくださり、子ども

にも不安のないように接してくれて

ありがたかったです。親のことも気

遣ってくれました。初日に病院食の

量が少なくて満足できないと言う

と、すぐに対応してくださいました。 

（4B） 

いつも優しく対応してくださいま

した。日々の様子を聞くことで安心

できました。入院したのが中央病院

で本当によかったと思います。あり

がとうございました。 

（4B） 

過ごしやすかったです。ありがと

うございました。 

（4B） 

スタッフの方とやり取りできる交

換ノートがあってよかったです。 

（4B） 

皆さんによくしていただきまし

た。ありがとうございました。 

（4B） 

親切にしていただき、ありがとう

ございました。 

（4B） 

初めての入院でしたが、とても親

切に対応していただいたので、安心

して過ごすことができました。あり

がとうございました。 

（4B） 

不安や疑問に対して、わかりやす

く説明・対応していただきました。

いつも優しく声をかけていただけた

ので、安心して面会に行くことがで

きました。ありがとうございました。 

（4B） 

たのしかったです。 

（4B） 

子どもの入院に付き添うと、母親

は病棟外に行ったりお風呂に入った

りすることが難しく、大変でした。

そんな中、看護師さんが「子どもを

清拭している間に下でゆっくりして

きていいですよ。」と言ってくださっ

て、大変嬉しかったです。患者さん

のケアだけでなく、親族を含めた看

護ケアができていて素晴らしいと感

じました。本当にありがとうござい

ました。 

（4B） 

交換ノートで日々のことを知るこ

とができて嬉しかったです。また、

スタッフの方々が声かけをたくさん

してくださったので、安心して過ご

すことができました。 

（4B） 

転院と聞いた時は驚きましたが、

色々と指導してもらい、少しのんび

り育児の準備ができました。ありが

とうございました。 

（外科、5B） 

先生や看護師の皆様が丁寧に対応

してくださり、安心して過ごすこと

ができました。大変感謝しています。

ありがとうございました。 

（5B） 

入院中は大変お世話になりまし

た。 

（糖尿病・内分泌内科、6A） 

先生、看護師さん、皆さん優しく

て、説明が素晴らしいです。安心感

いっぱいです。明るく対応していた

だき誠にありがとうございました。 

（消化器内科、6A） 

先生は親切でわかりやすい説明を

してくれました。看護師さんが親切

にしてくれました。 

（6A、病院総務課） 

親切でした。ありがとうございま

した。 

（6A） 

心配していましたが、よくしてい

ただいたので、家族も安心していま

した。ありがとうございました。 

（6A） 

皆様のおかげでノーストレスな入

院でした。さりげない明るい声かけ、

わかりやすい説明、ありがとうござ

いました。 

（6A） 

全部がよかったです。 

（6A） 

助かりました。親切にしていただ

きました。 

（6A） 

些細なことでも連絡くださり、あ

りがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

看護師さんが優しい。車いすに座

ると同時にタオルケット等をかけて

寒さ対策をしてくれた。検査後、担

当の先生が丁寧な説明をしてくれ

た。 

（循環器内科、7A） 

先生は歯切れのいい話し方をされ

るので、とても安心できました。看

護師さんはとても優しくて、どんな

ことにも対応してくれました。どん

な患者さんにもしっかりと対応して
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いて、尊敬します。素晴らしい。あ

りがとうございました。 

（循環器内科、7A、手術室、病院総

務課） 

皆様が患者の身になって接してく

ださいました。先生、看護師さん、

清掃の方、どなたも丁寧な対応であ

りがたく思います。 

（循環器内科、薬剤科、7A、病院総

務課） 

先生、看護師さん、清掃の皆様、

入院中は大変お世話になりました。

看護師さんの気持ち良い挨拶と働き

ぶりに感心しました。薬剤師さんの

薬の分包がとても丁寧でありがたか

ったです。 

（外科、7A） 

先生や看護師さんが手術経過等を

わかりやすく説明してくれた。 

（7A） 

的確な指示と説明で安心して検査

を受けられました。 

（7A） 

皆さん優しい。 

（薬剤科、7A） 

わかりやすい説明をありがとうご

ざいます。皆さん忙しいのに優しい

です。 

（循環器内科、7A） 

話がはっきりと明るく聞きやす

く、わかりやすかった。入院中、安

心感がありました。 

（7A） 

気分よく入院できました。ありが

とうございました。 

（7A） 

皆様に親切にしていただきまし

た。1 泊 2 日の入院でしたが、安心

して過ごせました。ありがとうござ

いました。 

（消化器内科、7B） 

担当の先生、看護師の皆様に本当

に親切にしていただきました。おか

げさまで安心して治療を受けること

ができました。心より感謝しており

ます。 

（3C） 

手術を間近に控える私に、看護師

さんが「サポートするから。」と言っ

てくれて、とても元気づけられまし

た。ありがとうございます。 

（地域医療連携室） 

温かく接していただきましたこ

と、心より感謝申し上げます。ひと

時でも人の優しさに触れて、幸せで

した。 

 


