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ご意見等について回答いたします。

咳が出て苦しいのに一日中、一晩

中誰も声をかけてくれなかった。ま

た、トイレが遠い。 

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、患者さん

の容態に気を配り、お声掛けをし、

援助してまいります。病棟に車椅子

用のトイレが一つしかないためご不

便をおかけしましたが、トイレを増

やすことはスペースの問題で難しい

状況です。そのため、尿の回数を考

慮し、トイレに近いお部屋となるよ

うに状況に応じて配慮してまいりま

す。 

（看護部、病院総務課）

忙しい看護師さんたちにいちいち

コールするのも申し訳ないと思うこ

とがあったが、そんな風に思わなく

ても済むようにしてほしい。例えば、

自分は思うように体を動かせない状

態だったので、いちいち看護師さん

に来ていただかなくてもよいような

機能的なベットまわりにしてほし

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。今後は患者さ

んの要望を察知できるよう頻回な訪

室を心がけてまいります。ベッドに

ついては、計画的に最新の電動ベッ

ドに更新しております。ベッド周囲

のスペースが狭く、置くことのでき

る物の制限がありますが、療養しや

すい環境づくりに努めてまいりま

す。 

（看護部、病院総務課）

部屋のカーテンが汚い。清潔で明

るい部屋にしてほしい。 

ご指摘いただきありがとうござい

ます。病室のカーテンは、汚れを確

認した看護師から連絡を受けた委託

業者が交換を行っています。清潔を

保てるよう、汚れたカーテンは迅速

に交換しておりますが、気づかず交

換が遅れる場合もございます。お気

づきになられた場合、看護師に交換

依頼をしていただけますよう、ご理

解、ご協力をお願いします。 

（病院総務課）

病状等の説明を大部屋でするのは

プライバシーの観点からよいと思え

ない。自分以外の患者への説明も聞

こえてくる。 

今後、病状説明等は別室で行うな

ど、プライバシーを配慮してまいり

ます。貴重なご意見ありがとうござ

いました。 

（看護部）

シーツ交換があったが、しわだら

けで不潔ぽかった。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ございませんでした。シーツ交換は、

１週間に１回もしくは退院後に委託

された業者が行っております。業者

には今回のご意見を伝えて、丁寧に

行うよう指導いたします。 

（病院総務課）

看護師さんにコールすることに気

が引けてしまう。患者は病気を治し

に来ているのに、気を使わなければ

ならないのはおかしいのではない

か。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ございませんでした。今後、ナース

コール対応には、十分に配慮してい

きます。病室に訪室したときは、お

声掛けをして要望などをお聞きし、

対応してまいります。 

（看護部）

患者に寄り添い、もっと優しい口

調で接してほしい。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ございませんでした。安心して入院

生活を送ることができるように患者

さんとの接し方に配慮していきま

す。 

（看護部）

天井・壁の黒いシミが不潔。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ございませんでした。天井や壁のし

みについては、病室が空いていると

きに張り替え等修繕を実施しており

ます。修繕は迅速に対応するよう心

がけておりますが、４床・６床の病

室では空くタイミングがなかなか無

く、修繕が進まない場合もございま

す。ご理解をお願いします。 

（病院総務課）

一泊外泊をしてきたら病室の変更

を話された。自分の病状は変わって

ないはずなので、病室の変更の必要

があるのか？ 

治療に必要な病室の変更でした

が、説明が足りず申し訳ありません

でした。今後は病状を鑑みながら、

病室の変更が必要な場合は丁寧に説

明してまいります。 

（看護部）

看護師さんに「私、風邪をひいて

いるから何度も同じことを言わせな

いで」と言われた。風邪なら休んで

ほしい。 

看護師の対応で不快な思いをさせ

てしまい申し訳ございませんでし

た。接遇への指導と、体調管理には

各自気をつけていくよう伝えまし

た。 

（看護部）

針を刺した際の血液がシーツに付

着したが、すぐに対応していただけ

ず、自分で掃除した。また、レント

ゲン待ちのときに、ここで待ってい

ればよいか尋ねたら面倒くさそうに

対応された。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ございませんでした。今後シーツな

ど汚れた際にはすぐに交換するよう

に指導いたしました。また、対応に

も気をつけてまいります。 

（看護部）

第一駐車場の入口に歩道のライン

があったほうがよいと思う。 

安全を考慮し、設置可能か検討し

てまいります。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（病院総務課）

こちらが催促するまで検査結果に

ついて説明がなかった。また説明す

るときには、検査結果をプリントア

ウトして説明してほしかった。 

説明が足りず、申し訳ございませ

んでした。患者さんへの丁寧な対応

とご納得いただけるような説明を心

がけてまいります。検査結果データ

につきましては、毎回すべてをお渡

ししているわけではありませんが、

ご希望の方にはお渡ししております

ので遠慮なくお申し出ください。貴

重なご意見ありがとうございまし

た。 

（消化器内科）

身内が救急で入院したが入院後

12 時間経っても救急入院したとき

の汚物の付いた服を着続けていた。

着替えの件を伝えたところ、次のオ

ムツ交換の際にやるでしょうとのこ

とであるが、すでに午前のオムツ交

換は終わっている。自分の担当して

いる仕事以外は関心のない様子・態

度だった。 

また、他の患者の面会人が長時間

いて会話がうるさい。面会時間を短

時間にしてはどうか。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。入院後は速やか
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に更衣、オムツ交換を行うよう指導

いたします。面会については、短時

間にしていただくようお声がけをさ

せていただき、周囲の患者さんに迷

惑がかからないよう配慮いたしま

す。貴重なご意見ありがとうござい

ました。 

（看護部）

身内の入院に当たり入院説明とは

別に入院情報用紙の聴取等があった

が、詳しいことは病棟に行ってから

とのことだった。一度で済ますため

に全て病棟で説明すればよいのでは

ないか。また、入院説明から会計が

終わるまで 1 時間かかったが短縮で

きないものか。 

お時間とお手間をとらせてしまい

申し訳ございませんでした。入院前

の情報聴取は、病棟看護師がその情

報を踏まえ入院中の看護や療養支援

計画を立てることや、事務的な説明

等を事前に済ませ、より多くの時間

を看護業務に費やすことを目的に実

施しているものです。ご意見を真摯

に受け止め、できる限り短時間で対

応する方法を部署内で検討させてい

ただきます。また、当院では、厚労

省の方針を受け、６５歳以上の患者

さんや退院後の療養生活に支援が必

要であると予測される患者さんに対

し、入院前から介入させていただい

ております。ご理解、ご協力をお願

いします。 

（看護部、医事課）

皆さん笑顔で優しく何回でも同じ

ことを説明してくれてうれしかった

です。対応が遅いことがあったとき

に注意したら、笑顔が消え無視され

て悲しいこともありました。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。今後は迅速な対

応を心がけ、接遇に配慮してまいり

ます。 

（看護部）

お礼のお手紙をいただきました。 

（歯科口腔外科） 

ドクターによる手術の説明が詳し

くあって、手術中も優しく声をかけ

てくださり、痛みもなく最高でした。

ドクター、看護師さん、受付の方は、

親切でテキパキ動いて、丁寧で好感

が持てました。皆様、本当にありが

とうございました。 

（産婦人科、4A） 

出産から退院までわからないこと

だらけで不安でしたが、その都度、

先生や助産師の皆様に優しく丁寧に

教えていただき、とても心強かった。

本当にありがとうございました。 

（産婦人科、4A） 

不安で泣いてしまったときや、赤

ちゃんが夜中泣いて困ったときな

ど、優しい言葉をかけてくれたり、

アドバイスをしてくれたりしたの

で、入院生活を無事に過ごすことが

できました。スタッフの皆さんあり

がとうございました。 

（産婦人科、4A） 

母児同室に対して不安が大きかっ

たですが、色々とアドバイスをして

くださり、前向きに赤ちゃんに接す

ることができました。心のケアもあ

りがとうございます。 

（4A） 

陣痛が来るたびナースコールを押

しましたが、他にも仕事がある中で、

すぐに駆けつけてくれてありがとう

ございました。陣痛はきつかったけ

ど、良いお産ができました。ありが

とうございました。 

（小児科、4B） 

救急車で運ばれていった当日は不

安でしたが、先生や看護師の方々の

話を聞いてとても安心できました。

話し方や優しい対応がとても信頼で

きて、安心感につながりました。あ

りがとうございました。 

（小児科、4B） 

先生はじめ、看護師さんや看護助

手の方が優しく、子どもも安心して

治療ができました。ありがとうござ

いました。 

（小児科、4B） 

突然の入院で不安でいっぱいでし

たが、スタッフの皆さんの看護のお

かげで安心することができました。

先生からの治療に関する説明はわか

りやすく、質問にもすぐに答えてい

ただけたのでよかったです。ありが

とうございました。 

（小児科、4B） 

皆さんとてもフレンドリーで、長

い入院生活もとても居心地がよかっ

たです。息子も先生や看護師さんた

ちが大好きな様でした。親の私たち

にも優しく接してくださったのでと

ても印象がよかったです。ありがと

うございました。 

（小児科、4B） 

アトピーの治療に不安がありまし

たが、先生や看護師さんたちが温か

く声をかけてくださったり、薬の塗

り方を教えてくれたりしたので、不

安もとれて安心して過ごせることが

できました。感謝しかありません。 

（小児科、4B） 

子どもがNICUに入院することにな

り不安でしたが、先生や看護師さん

が丁寧に説明してくださったり、お

世話の仕方を教えてくださったりし

たので、安心することができました。

ありがとうございました。 

（小児科、4B、薬剤科） 

お忙しい中でも一つ一つ丁寧な説

明や声掛け・ご指導、本当にありが

とうございました。 

（4B） 

予定と違っていても臨機応変に対

応していただき、とても助かりまし

た。不安を取り除くために子どもに

寄り添った対応をしてくださったの

で、前向きに頑張れていました。あ

りがとうございました。 

（4B） 

不安や質問にも丁寧に対応してい

ただきました。ミルクのあげ方、子

どものことについてなどたくさんの

ことを学ばせてもらいました。あり

がとうございました。 

（4B） 

話をよく聞いてくださったので、

とても助かりました。NICU にいたこ

ろのことを覚えてくれていたのでと

ても嬉しかったです。 

（4B） 

入院中はとても心配で不安でした

が、スタッフの方たちが声をかけて

くださったので安心できました。あ

りがとうございました。 

（4B） 

親切に明るく接していただき、そ

の日の出来事も毎回伝えてもらえた

ので安心して預けることができまし

た。ありがとうございました。 

（4B） 

転院になり不安がありましたが、

スタッフの皆さんが優しく、とても

安心しました。ありがとうございま

した。 

（4B） 

病気を治してくれてありがとうご

ざいました。 
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（4B） 

赤ちゃんの育て方を丁寧に教えて

いただきとてもよかったです。とて

もよい勉強になりました。ありがと

うございました。 

（4B） 

面会時には入院中の様子を教えて

いただけたので、安心できました。

ありがとうございました。 

（4B） 

産まれてすぐ入院になり不安でし

たが、子どもに会いに行くとスタッ

フの皆さんが明るく子どもの様子な

どを話してくださり、不安な気持ち

が和らぎました。本当にありがとう

ございました。 

（4B） 

皆さん親切で安心できました。本

当にありがとうございました。 

（4B） 

色々と話を聞いてくださり、あり

がとうございました。優しが嬉しか

ったです。 

（4B） 

わからないことや質問に、優しく

答えてくださりありがとうございま

した。 

（4B） 

不安がある中、優しく接していた

だき、ありがとうございました。 

（4B） 

皆さん優しくて、子どもにも笑顔

で声をかけてくださりました。また、

私のわがままも聞いていただけてす

ごく助かりました。本当にありがと

うございました。 

（神経内科、5A） 

先生、看護師さんの懸命な治療に

より退院することができました。あ

りがとうございました。 

（5A） 

皆さん親切で、頻繁にチェックに

来てくれて安心して過ごせました。 

（6A） 

看護師さんが患者さんの話を親身

になって聞いて優しく対応してくれ

た。 

（6A） 

皆さんによく見ていただきまし

た。 

（6A） 

大変よくしていただきました。 

（6A） 

体が弱い私によくしてくれてあり

がとうございます。 

（6A） 

患者のために細かな気配りができ

ていて、とても良い印象です。あり

がとうございました。 

（6A） 

ありがとうございました。 

（6B） 

入院中はお世話になり、いろいろ

と面倒を見ていただき感謝していま

す。看護師さんたちのこれからのご

活躍を期待しています。 

（循環器内科、7A） 

医師は、よく笑顔を見せてくれて

安心感があった。看護師は、明るく

スピーディーで思いやりがあった。 

（循環器内科、7A） 

2 泊 3 日の検査入院でしたが、丁

寧な説明と今後の段取りなど大変満

足でした。2週間後に手術の予定です

が、安心して臨むことができます。 

（循環器内科、7A） 

皆さんの心遣いが伝わってきまし

た。指導が行き届いているのかな。

これからも頑張ってください。 

（循環器内科、7A、薬剤科） 

先生の説明は丁寧でわかりやすか

ったです。また、皆さんがよく声を

かけてくださり、明るい声に励まさ

れました。感謝しています。 

（7A） 

優しくしていただきありがとうご

ざいました。足の洗い方が合理的で

気持ちよかったです。また、娘にも

心にしみいる言葉がけをしていただ

きありがとうございました。 

（7A） 

ナースコールを押すとすぐに駆け

つけてくださり、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。 

（7A） 

丁寧な対応に感謝します。本当に

ありがとうございました。 

（7A） 

安心できました。ありがとうござ

いました。 

（7A） 

全ての対応がよかったです。 

（7A） 

大変良くしていただきありがとう

ございました。 

（7A） 

看護師さんたちは新型コロナウイ

ルス騒動で多忙のところ、コミュニ

ケーション・伝達が正確にとれてい

ることに感心しました。 

（7A） 

皆さんの声掛けがうれしかったで

す。病気の時は優しさは大切だと実

感しました。ありがとうございまし

た。 

（7A） 

初めての入院で、わからないこと

や戸惑うことが多かったのですが、

皆様に親切に対応していただき安心

して過ごせました。ありがとうござ

いました。 

（7A） 

皆さん、明るく優しかったです。 

（7A） 

皆様の親切な応対は素晴らしい。 


