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ご意見等について回答いたします。

入院患者に対しありきたりな言葉

でなく、もっと人間味のある寄り添

うような言葉をかけてほしい。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。今後このような

対応をすることが無いように指導し

ました。安心して入院生活を送るこ

とができるように丁寧な対応を心が

けていきます。 

（看護部）

再診受付のところで転んでしまっ

たところ、近くにいた患者さんが助

けてくれた。後から職員も来て「車

椅子いりますか？」と聞いてくれた

が、自分が立ち上がった後で悲しか

った。また、助けてくれた方に、職

員としてお礼を言ってほしかった。

この度は、患者さんの転倒に気づ

かず、不快な思いをさせてしまい申

し訳ございませんでした。また、職

員に代わりお世話いただいた周囲の

患者さんへ感謝を申し上げることも

せず、重ねてお詫びいたします。今

後は、患者さんの非常時にいち早く

気づき対応できるよう、常に周囲へ

の目配りと配慮を忘れることのない

よう努めてまいります。 

（医事課）

来院者全員への検温は理解できる

が、風も強く、気温も低い日に待機

列を外にするのはいかがなものか。

病院 1 階内で例えばエスカレーター

方面に整列させるとか方法はあると

思う。 

患者さんが来院された日は、当院

が検温作業を開始した初日であり、

職員も不慣れなため、ソーシャルデ

ィスタンスの徹底や声掛け、誘導等

がスムーズに行うことができず、寒

い中お待たせした皆様にはご迷惑を

おかけして大変申し訳ありませんで

した。 

その後も配置等の運用を見直しな

がら検温作業を継続しております

が、院内の感染防止対策の一環であ

るため、患者さんが院内に入る前に

検温をさせていただく必要がござい

ます。このため、外で長時間お待ち

にならぬよう、開錠時間より前に来

院された場合はお車で待機していた

だくことや、予約時間より１時間以

上前に来院しないでいただくようお

願いをするなど、患者さんにもご協

力いただきながら、安心して受診し

ていただけるよう更なる感染防止対

策に努めてまいります。 

（医事課）

開院前から並んでいる来院者が玄

関前で団子状態で談笑している。わ

ずかな時間かもしれないが、新型コ

ロナ感染者いれば一大事です。何か

対策をとったほうがよいのではない

でしょうか。 

検温を開始した当初は、当院職員

も運用開始から間もないこともあ

り、ソーシャルディスタンスの徹底

や誘導、声掛け等ができておらず、

来院された皆様にご心配、ご迷惑を

おかけしてしまい申し訳ありません

でした。 

その後も配置等の運用を見直しな

がら検温作業を継続しております

が、お待ちいただいている患者さん

へは、ソーシャルディスタンスの徹

底等について積極的に声掛けをさせ

ていただくよう心掛けております。

また、開錠時間より前に来院された

方はお車でお待ちいただくことや、

予約時間より１時間以上前に来院し

ないでいただくようお願いをするな

ど、患者さんにもご協力いただきな

がら、安心して受診していただける

よう更なる感染防止対策に努めてま

いります。 

（医事課）

肉・魚・卵などタンパク源となる

ものが 60～70ｇでは少ない。野菜類

が少ないので、妊娠期に大切なミネ

ラルや食物繊維をたくさん摂りた

い。塩分を控えた味付けにはダシを

きかせて旨味をプラスする工夫をし

てほしい。納豆は良質なたんぱく源

であり、腸内を整える発酵食品なの

で献立に取り入れてほしい。 

入院中の食事は、食事摂取基準を

満たした上で、十分な量のたんぱく

質や１日 300ｇ以上の野菜類の提供

をしております。今後も基準の範囲

内でより満足度の高い食事が提供で

きるよう、調理方法や味付けなど調

理技術の向上に努めてまいります。

なお、納豆は産科食では毎日ではあ

りませんが、献立メニューの中で提

供しております。しかしながら、納

豆の影響を受ける薬があるため、当

院では産科食以外での提供を控えて

いることをご承知ください。 

（栄養科）

病棟内にて面会者がマスクを着用

していないのを見かける。 

面会者に関しては、現在、南側時

間外入口から入っており、検温と面

会受付票の記入をしていただいてお

ります。その際、マスクを着用して

いない方がいた場合、マスクの着用

を促し、お持ちでない場合はマスク

の配布を行っております。基本的に

院内では、マスク着用をお願いして

おりますので、今後マスクの着用を

していない方を見かけた場合、着用

を促すよう声掛けをさせていただき

ます。 

（病院総務課）

お風呂場が黒カビで汚かった。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。より一層丁寧に

清掃するよう指導しました。また、

長年の利用により清掃でも落としき

れない汚れも目立ってきております

ので、改修の検討を現在行っており

ます。実施までお時間がかかります

が、お待ちください。 

（病院総務課）

初めての出産だったが、赤ちゃん

のお世話の指導が厳しかった。もう

少し優しい言い方があると思った。

指導時の配慮が足りず、つらい思

いをさせてしまい申し訳ありません

でした。今後は言葉に留意し、優し

い指導方法を心がけるよう指導いた

しました。貴重なご意見ありがとう

ございました。 

（看護部）

病床変更があったが、移動したら

電動ベッドから手動ベッドになっ

た。全てのベッドを電動にしてほし

い。また、病室内で電話するなど基

本ルールを守らない人の指導を徹底

してほしい。 

現在、当院のベッドは全てが電動

ベッドになっておらず、自分で動け

る患者さんに関しては手動ベッドに

て対応させていただいています。今

後、随時電動ベッドに変更していく

予定となっています。ご理解のほど

よろしくお願いします。また、患者

さんへ療養中の基本ルールに協力し

ていただくよう、スタッフからの声

かけを徹底してまいります。貴重な

ご意見ありがとうございました。 

（看護部）
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病院内の土日のトイレは汚れと臭

いが最悪なので、清潔感を保ってほ

しい。換気と消臭を改善してくださ

い。 

この度は不愉快な思いをさせてし

まい、申し訳ありませんでした。土

日の清掃業務につきましては、委託

業者が土曜日の午前中に清掃してお

りますが、昼前後に点検することを

指導しました。臭いが気になるとき

は、看護師が消臭剤などで対応させ

ていただきますので、よろしくお願

いします。 

（病院総務課）

お礼のお手紙をいただきました。 

先生、看護師さんお世話になりま

した。おかげ様で予定より早く退院

することができました。ありがとう

ございました。 

看護師さんの献身的な対応、誠に

ありがとうございました。 

（4A） 

いろいろ教えてくれてありがとう

ございました。同じことを何回も聞

いたり、こちらがパニックなったり

したときも、ちゃんと対応してくれ

て助かりました。わかりやすかった

です。 

（4A） 

説明はわかりやすく、いつも笑顔

で仕事をこなしている姿がとてもよ

かったです。ありがとうございまし

た。 

（小児科、4B） 

毎日、とても明るく迎えていただ

き元気をもらいました。中央病院の

スタッフの皆様に出会えてよかった

です。大切なことに気づかされ、ま

た、家族と向き合う機会になりまし

た。 

（小児科、4B） 

初めての入院で親子ともども不安

でしたが、先生には子どもにも伝わ

るようなわかりやすい説明をいただ

き、また、看護師さんには、頻繁に

声をかけていただいたので心強く、

安心できました。皆様、大変お世話

になりました。 

（小児科、4B） 

親の気持ちに寄り添っていただき

ありがとうございました。ご迷惑を

おかけしていたのにその都度笑顔で

「大丈夫ですよ」と言っていただき、

本当に嬉しかったです。スタッフの

皆様、お体に気をつけてお過ごしく

ださい。 

（小児科、4B） 

先生をはじめ専門用語を使わない

説明はとてもわかりやすかったで

す。またどの看護師さんも色々なこ

とによく気づいてくださるので不安

をことはなかったです。お願いした

ことにもすぐに対応してくれてあり

がとうございました。 

（小児科、4B） 

先生をはじめ看護師さんたちにた

くさん可愛がっていただきとても感

謝しています。子どもが小さく産ま

れて不安と心配がありましたが、皆

さんに一生懸命面倒見ていただいた

のでそれも無くなりました。長い間

ありがとうございました。 

（小児科、4B） 

皆さんに優しく対応していただい

て嬉しかったです。ありがとうござ

いました。 

（小児科、4B） 

先生も看護師の方たちも丁寧に対

応してくださり、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） 

初産で不安だらけのなか、NICU 入

院と聞いたときはとても不安でした

が、皆様に非常に親切にしていただ

いたので安心してお任せできまし

た。皆様の手厚い看護であっという

間に退院できました。ありがとうご

ざいました。 

（4B） 

子どもに笑顔で接していただいた

ので、不安なく過ごせたようです。

ありがとうございました。 

（4B） 

大変お世話になりました。ありが

とうございました。 

（4B） 

子どもがグズグズだったのです

が、優しく対応していただけて嬉し

かったです。症状が出た時もすぐ近

くにいてくださったので、心強かっ

たです。ありがとうございました。 

（4B） 

看護学生がいてくれて助かりまし

た。ありがとうございました。 

（4B） 

娘の面倒をみてくれて本当にあり

がとうございました。 

（4B） 

要望にすぐに対応してくださりあ

りがとうございます。不安でしたが、

とても安心しました。 

（4B） 

親切・丁寧でとても良かったです。

（4B） 

こちらの質問に的確に返していた

だいたので、まったくモヤモヤする

こともなく過ごせました。大変お世

話になりました。 

（4B） 

母親の体調を気遣っていただき、

また不安な状況をくみ取っていただ

いたことに感謝しています。赤ちゃ

んへの対応法などもわかりやすく参

考になりました。 

（4B） 

優しく丁寧にお世話をしていただ

いてありがとうございました。親へ

の説明もわかりやすく、安心して預

けることができました。 

（4B） 

とても優しくしていただきまし

た。子どももいやいやなく入院でき

ました。 

（4B） 

安心して子どもを預けられます。

皆さん優しくて癒されました。あり

がとうございました。 

（5A） 

母の命を救っていただきありがと

うございました。病院の仕事は大変

と思いますが、体に気をつけて引き

続きたくさんの人の笑顔のためによ

ろしくお願いします。 

（5A） 

細かなことにも気を使っていただ

き、大変親切に接してくれました。

ありがとうございました。 

（外科、5B） 

大変お世話になりました。ありが

とうございました。自分の職場に戻

って頑張っていきたいと思います。

皆様におかれましてもお体にはご自

愛ください。 

（糖尿病・血液内科） 

親切丁寧な対応でした。 

（糖尿病内科、6A） 

先生には細々に対応していただ

き、ありがとうございました。また、

看護師の皆さんの明るい笑顔に助け

られました。素敵な人たちばかりで

した。 

（血液内科、6A） 

先生も看護師も親しみがありよい

です。これからもよろしくお願いし
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ます。 

（呼吸器内科、6A） 

先生による検査結果の説明がわか

りやすく、不安はありませんでした。

また、看護師さんは、全員良く気が

利くため安心して過ごすことができ

ました。 

（6A） 

看護師さんの皆さんがとにかく優

しい。忙しいにも関わらず、患者の

話もちゃんと聞いて対処している姿

を見て、信頼と安心を感じました。

ありがとうございました。 

（6A） 

入院中、皆さんに親切にしていた

だきました。ありがとうございまし

た。 

（6A） 

笑顔で的確な指示、大変感謝して

おります。入院初心者の私は安心で

きました。 

（6B） 

姉が入院していましたが、親切に

対応していただいたことはもちろ

ん、すべての患者さんに丁寧に話し

かけていて、本当に感激しました。

ありがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

初めての入院であったが、全員親

切で、説明もわかりやすかった。 

（循環器内科、7A） 

親切でわかりやすい説明ありがとう

ございました。 

（循環器内科、7A） 

大変丁寧な対応をしてもらいまし

た。はっきりとした声で具体的に詳

しく説明してくれたので安心感があ

りました。 

（7A） 

お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

（7A） 

頼みごとををしても嫌な顔もしない

で笑顔で対応してくれました。とて

も嬉しかったです。ありがとうござ

いました。 

（7A） 

丁寧な対応をしていただきました。

今後も体調に気をつけて頑張ってく

ださい。ありがとうございました。 

（消化器内科、7B） 

医師が手術の前後に丁寧な説明をし

てくれたので、非常に信用ができま

した。また、看護師の皆さまは、対

応がとにかく早く、気持ちの良いも

のでした。 

（ICU） 

集中治療室の皆さま、夫が元気にな

れました。ありがとうございました。


