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ご意見等について回答いたします。 

問診票に詳細を記入して提出した

のに、受付で同じ質問をされた。書

いてあるというと別の看護師がきて

また同じ質問をされた。問診票も書

き直されて嫌な気分になった。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。初診時の問診票

は診断につながる重要な情報となる

ため、十分確認させていただいた上

で、医師が判断しやすいよう整理・

追記させていただいております。そ

の際、患者さんへの言葉かけや説明

が足りず、ご気分を害してしまい申

し訳ありませんでした。今後は丁寧

に確認・説明をしてまいります。 

（内科外来） 

病室でイヤホン無しでテレビを見

ている人がいたが、他人のテレビは

雑音だった。また、透析用の痛み止

めのテープを透析の 1～2 時間前に

貼ってほしかった。自分のところに

あれば自分で貼れます。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。入院時の説明を

しっかり行い病室でのテレビ観賞は

イヤホンをしていただくようにお願

いしてまいります。また、透析用の

痛み止めのテープは適正とされる時

間を確認し、患者さんの希望を聞き

ながら対応していくようスタッフへ

指導をいたします。貴重なご意見あ

りがとうございました。 

（6B） 

糖尿病で食事制限をしているが、

病院はご飯が多く副食が少ない。野

菜を多くしてほしかった。 

病院の食事は、約束食事箋に基づ

き主食と副食を糖尿病の治療にとっ

て望ましいバランスで提供していま

す。ご希望があれば、主治医の指示

により栄養相談等も可能です。病院

の食事について疑問等ある場合に

は、お気軽に病棟スタッフまでご相

談ください。 

（栄養科） 

12 月 18 日にウェブサイトに「現

在入院している全ての患者さんの検

査を実施し、陰性を確認した」とあ

ったが、12 月 17 日に入院した私の

家族は、検査を希望したにも関わら

ず入院時に検査をしているという理

由で検査してもらえなかった。虚偽

の報告でないか。患者・家族の希望

が通らない医療は聞いたことが無

い。 

こちらからの情報提供が分かりづ

らく誤解をまねいたことについて申

し訳ありませんでした。入院された

ご家族について、12 月 17 日の入院

時検査において既に陰性が確認され

ており、また、感染が発生した病棟

とは違う病棟であったことから 18

日の検査は必要ないとの判断で検査

を実施しませんでした。また、12 月

19日に退院されておられるようです

が、ウェブサイトにありますように

「12 月 7 日以降、既に退院した患者

さんで保健所が濃厚接触が疑われる

と判断した方の検査の実施」を行っ

ています。全ての転院患者、退院患

者を検査するということではござい

ません。今後も正しい情報を正確に

お伝えできるよう気を付けていきま

すので何卒ご理解をお願いいたしま

す。 

（総務課） 

視覚障害者であるが、点字ブロッ

クと他のタイルの色が同じでわかり

にくい。正面玄関に設置してあるテ

ント横の看板にもぶつかってしまっ

た。 

この度はご不便をおかけして申し

訳ありませんでした。テント横の看

板は歩行者の導線を考慮し、邪魔に

ならない場所を検討します。点字ブ

ロックは塗装が可能か検討させてい

ただきます。 

（総務課） 

待ち時間が長いため、検査から会

計まで４時間くらいかかることもあ

る。患者本人も具合が悪くて病院に

来ていることもあり、疲れ切ってし

まう。1 時間の中でできる人数をも

う少し減らして、待ち時間を少なく

してほしい。 

外来受診の際、診察まで長い時間

お待たせしてしまい大変申し訳あり

ませんでした。また、待ち時間短縮

に係るご意見をいただき、ありがと

うございました。待ち時間について

は患者サービス向上の重要な課題と

位置付け、予約枠の見直しによる時

間短縮に向けた取り組みや、待ち時

間の過ごし方を検討し、外来診療科

にテレビを設置するなど様々な対策

をとっております。早急な改善は困

難でありますが、お待ちいただいて

いる患者さんにお声掛けをするな

ど、患者さんの状況に気を配ってい

くように努めてまいります。 

（医事課） 

家族の手術にあたり、入院受付の

人は昼食は外に行ってもよいと言っ

ていたが、実際には手術中連絡が取

れるように院内の待合室に待機との

ことだった。説明を統一したほうが

よいと思います。 

入院受付にて、患者さんへの説明

が誤っており大変ご迷惑をおかけし

ました。入院患者さんに係る説明内

容について、誤った認識が無いか再

度確認し、院内各部門と共通認識の

もと、患者さんに正確なご説明、ご

案内ができるよう努めてまいりま

す。 

（医事課） 

 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（4A、4B） 

看護師さんがいっぱい赤ちゃんのお

世話をしてくれました。また、わか

らないことも聞けばすぐに答えてく

れて安心できました。看護師さんが

みんな優しく、気を使ってくれまし

た。ありがとうございました。 

（4A） 

今回も促進剤を使っての出産でし

た。出産にあたっては、痛みでパニ

ックになっているところ、ずっと声

をかけてくださったり、腰をさすっ

ていただいたり本当に助かりまし

た。ありがとうございました。 

（4A） 

コロナ対策による面会中止で不安

な気持ちでいましたが、看護師さん

がいつも笑顔で声をかけてくださっ

たので、気持ちに余裕ができありが

たかったです。お世話になりました。 

（4A） 

全員優しくて話しやすかったで

す。 

（4B） 

本人だけでなく親の私にも寄り添

っていただき、また、学童への学習

指導も丁寧にしてくださいました。

ありがとうございました。 

（4B） 

面会制限がある中で、できる限り

の対応をしてくださったので、父母

とも安心できました。ありがとうご

ざいました。 

（4B） 

赤ちゃんの状態など優しく教えて
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いただき、自分で見ているより安心

していました。ありがとうございま

した。 

（4B） 

一人目の子どもの入院で不安でし

たが、看護師さん一人ひとりに助け

られました。ありがとうございまし

た。 

（4B） 

安心して子どもを預けることがで

きました。気になることも丁寧に教

えていただけて良かったです。 

（4B） 

何かあればすぐに、丁寧に答えて

くれたので安心できました。お世話

になりました。 

（4B） 

子どもをしっかりみてくださって

ありがとうございました。感謝して

います。 

（4B） 

スタッフの皆さんが笑顔で対応し

てくれたので気分がとても良かっ

た。 

（4B） 

とても良く対応してくださったの

で安心して入院生活を過ごせまし

た。 

（4B） 

とても丁寧に色々と教えていただ

きました。安心して任せられました。 

（4B、5B） 

入院に際し書類の用意に手間取り

17 時ごろになってしまったのに、ス

タッフさんは嫌な顔もせず親切に対

応してくれました。また、入院中は

声かけや気配りを細かくしていただ

きました。感謝しています。ありが

とうございました。 

（5A、5B） 

皆様が毎日頑張っていてくださる

ことに心より感謝申し上げます。今

後もよろしくお願い申し上げます。 

（5A） 

私にわかる言葉で状況を説明して

くれたり、つらいことに共感してく

れたり「仕事」かもしれないけれど、

私はとても嬉しく幸せです。本当に

ありがとうございました。 

（5A） 

急な入院で心配もありましたが、

丁寧に優しく声かけしてくれる皆様

のおかげで安心して入院できまし

た。ありがとうございました。 

 

（5A） 

看護師の皆さんありがとうござい

ました。コロナで大変ですが頑張っ

て下さい。 

（5A） 

皆様に親切で丁寧な対応をしてい

ただきました。感謝申し上げます。 

（神経内科、6A、リハビリ科） 

脳梗塞で入院しましたが、皆様の

治療のおかげで後遺症もほとんどな

く無事退院することができました。

感謝の言葉しか出てきません。あり

がとうございました。 

（6A） 

検査入院でお世話になりました。

初めての入院でしたが、スタッフの

皆さんが親切で安心して過ごせまし

た。ありがとうございました。 

（糖尿病・内分泌・血液内科、6A） 

どの方もとても優しく丁寧に対応

してくださり、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

（6A） 

とても優しく接していただきあり

がとうございました。 

（6B） 

初めての長期入院で不安いっぱい

でしたが、皆さんの明るい笑顔と温

かい対応に支えられ、前向きにそし

て穏やかな気持ちで治療することが

できました。感謝の気持ちでいっぱ

いです。ありがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

先生が耳の悪い自分のところに来

て、いろいろなことを何回も教えて

くれたので、ありがたくて涙が出ま

した。他の先生、看護師さんも皆さ

ん優しいです。 

（7A） 

丁寧な看護をしていただき、初め

ての手術への不安が軽くなりまし

た。ありがとうございました。 

（7A） 

3 月にも入院していたが、今回も先

生、スタッフの皆様、ありがとうご

ざいました。 

（7A） 

皆さんに大変親切にしていただき

ました。ありがとうございました。 

（7A） 

気安く何でも笑顔で話しかけてい

ただきました。 

（7A） 

明るくてよかったです。 

 

（7B、ICU） 

長男が入院していましたが、看護

師さんが親身になって話を聞いてく

れたり、相談にのってくれたりしま

した。こんなに家族に寄り添ってく

れる看護師さんは初めてでした。無

事退院する日を迎えることができた

のは中央病院の看護師さんのおかげ

です。ありがとうございました。 

（ICU） 

父がお世話になりました。無事に

一般病棟に移ることができ、少しホ

ッとしています。今、中央病院は大

変だと思いますが、くれぐれもご自

愛ください。 

 


