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ご意見等について回答いたします。 

中央病院は信頼できる医師が多く

看護師の態度もよいが、建物が古く

火災や地震が発生したら怖い。新し

い病院が建つのを待っております。 

施設・設備の老朽化への対応が必要

となっていることから、H30 年に市

役所の部課長で組織する新病院庁内

建設検討委員会を設置しました。新

病院建設は市民生活に大きな影響を

与える事業ですので、慎重に検討を

進めていきます。 

（病院経営課） 

病棟の洗面所で食後にうがいをす

る人がいるが、水の流れが悪いため

シンクに吐物が付着していて気分が

悪い。清掃用のブラシを置いて各自

が清掃するように定めてはどうか。 

この度は不快な思いをさせてしまい

申し訳ありませんでした。シンクに

つきましては清掃担当者に定期的に

清掃を行うよう指導いたしました。 

（病院総務課） 

天井の吸気口付近のカビが気にな

りました。 

この度は不快な思いをさせてしま

い申し訳ありませんでした。空調や

換気口の清掃は定期的に実施してお

りますが、汚染が顕著な場合は随時

対応いたしますので、お声掛けくだ

さい。 

（病院総務課） 

消灯から起床までが９時間は長

い。23 時までは雑誌が置いてあるス

ペースにいてもよいとかにしてもら

いたい。 

この度はご不便をおかけして申し

訳ありませんでした。患者さまの安

静と療養のために消灯時間を 21 時

とさせていただいております。特別

なご事情のある場合には、個別に対

応させていただきたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございまし

た。  

（看護部） 

希望食のピンクの用紙を提出した

が、２回ほど食事が違っていること

があった。食事が楽しみな時もある

ので残念だった。 

提供されている食事が選択したも

のと異なる場合は、病棟のスタッフ

へお申し付けください。提出された

選択回答表を確認し、対応させてい

ただきます。 

（栄養科） 

①静かな環境を期待し個室を選択

したが、通路の雑音・騒音が非常に

気になった。各施設・設備が集中し

ている所なので職員の動きは仕方な

いが、音を発生させない留意・工夫

も必要ではないか。②新病院建設の

際には、床・部屋の防音に気を使っ

た構造にしてほしい。③個室が殺風

景だった。入院患者の気分が明るく

なるような、写真・絵などを壁面に

飾ってほしい。 

①この度は不快な思いをさせてし

まい大変申し訳ありません。ご意見

を基に音が出るものとして扉の開閉

やオムツ回収箱があり、今後修理を

行っていく予定です。スタッフへは、

使用時には音が出ないように取扱い

に注意して、環境へ配慮するよう指

導しました。②新病院建設までまだ

先のことになると思いますが、患者

さんの療養環境の改善も課題の一つ

として進めていきます。③写真や絵

画は個人により感じ方が異なるこ

と、また大きな絵画を飾ることにつ

いては安全上の問題もあることか

ら、当院として用意することは考え

ておりません。患者さん個人で用意

されたものを病室に飾っていただく

ことは可能ですので、病棟スタッフ

にお声かけください。 

（①看護部②③病院経営課） 

 

①病室で「患者・家族用チェック

シート」を聞かれるが、他人に丸聞

こえなので、面倒でも別室やナース

センターに患者を呼んで聞き取りす

るなどプライバシーの配慮がほし

い。②病院の１階と２階は悪臭が漂

っている。大型の換気システムが必

要ではないでしょうか。 

①個人情報に関することは、病室

ではなく別室でお話を聞かせていた

だくことにしました。貴重なご意見

をありがとうございました。②この

度は不快な思いをさせてしまい申し

訳ありませんでした。限られた建物

の大きさの中で必要な設備を設置し

ておりますので、新たに大型の換気

システムを設置することは難しい状

態です。施設改修の際には検討して

参りますので、ご理解のほどお願い

いたします。 

（①看護部②病院総務課） 

 

 

 

インスリンを自己注射している

が、現在処方されるインスリンの注

射針が穿刺時にたびたび曲がってし

まい、折れてしまうのではと心配に

なる。丈夫なものを採用してほしい。 

注射針の太さ・長さは旧製品と変

わりありません。新製品は穿刺抵抗

を減らす事で痛みが少なく刺しやす

い注射針になっております。注射を

する部位が少なくとも前回の注射箇

所から 2 から 3 ㎝離すようにしてく

ださい。注射部位や注射方法などイ

ンスリン注射について不安なことが

あれば、医療スタッフにご相談くだ

さい。 

（薬剤科） 

最近地震が頻発していて東海・東

南海地震も近づいている。各病棟の

壁に海抜の表示をしてほしい。 

ご意見ありがとうございます。当

院の立地は、最新の情報である「静

岡県第 4 次地震被害想定の津波浸水

想定区域」からは外れておりますが、

近年は想定をはるかに超える災害が

発生しているため、患者さんの安心

安全を考え、各病棟における表示の

要否を検討してまいります。 

（病院総務課） 

現在、酸素測定器が少ない状況と

聞いた。看護師さんたちは広い病棟

を駆け巡って測定してくれている。

負担を減らすため酸素測定器を増や

してはいかがでしょうか。 

当院での労働環境を考えての、貴

重なご意見ありがとうございます。

5A・4B 病棟では、本年 11 月 30 日

に酸素飽和度が測定できる生体情報

モニタ送信機を、従来の 14 台から

24 台に大幅に増強いたしました。来

年以降も、現場の意見に耳を傾け効

率的な診療ができるように、生体情

報モニタ全般の見直しが計画されて

います。病院全体の更新には今しば

らくかかりますが、着実に整備を進

めて行きたいと思います。 

（臨床工学科） 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（形成外科、麻酔科、3C） 

形成外科にお世話になりました。

主治医の先生や麻酔科の先生の対応

に人としての暖かさを感じました。

3Cのスタッフの皆さんにも明るく対

応していただきありがとうございま

した。 
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（形成外科、3C） 

一週間という短い時間でしたが大

変お世話になりました。初めての入

院でしたが、看護師さん・お医者さ

んの手厚い看護に感謝しています。

たくさんの患者さんが入院している

中、先を見越した判断で看護をすす

めている姿を見てとても感動しまし

た。 

（皮膚科） 

皮膚科とは関係のない足の痛みの

話を、看護師さんが親しみやすかっ

たこともありついつい言ってしまい

ました。先生も即対応してくださっ

たので助かりました。 

（3C） 

手術の日の夜に点滴の管を何度も

はずしてトイレに連れて行っていた

だきました。その時の対応がすごく

優しい顔でしたので何度もボタンを

押すことができました。本当はすご

く面倒なのに「いいんですよ。何度

でも呼んでください」という言葉が

素敵でした。よい看護師がいます。 

（3C） 

初めての入院・手術で不安でした

が、皆さん親切でとても助かりまし

た。ありがとうございました。 

（3C） 

全職員が患者の身になって考えて

くれました。 

（3C） 

全員いい人でした。 

（3C） 

特に意見等は無く、快適に過ごせ

ました。 

（3C） 

主担当の看護師さんは明るくよく

勉強していると思った。他の看護師

さんも夜中の排尿に嫌な顔をせずに

付き合ってくれたり、血の付いたシ

ーツを快く取り替えてくれたりし

た。短い入院でしたがありがとうご

ざいました。 

（4A） 

コロナ禍のため面会・立会もでき

ないなか、一人で入院・出産するこ

とになりとても不安でした。初めて

の出産で不安でしたが、職員の皆さ

んと先生方がとても丁寧で優しく、

親身になってくださり安心できまし

た。また、無事に元気な男の子を出

産することができました。中央病院

で出産できて良かったです。ありが

とうございました。 

（4A） 

ハイリスク出産ということで管理

入院をし出産を迎えましたが、不安

な気持ちを受け止めていただき、一

つ一つ丁寧に説明し、声かけをして

いただけて心強かったです。出産の

際には多くの先生方・皆さんに来て

いただき、無事に出産をすることが

できました。産後も小児科へのつな

がりもあるので安心して育児をして

いきたいです。ありがとうございま

した。 

（脳神経外科、5A） 

患者の家族です。入院当初からお

世話になり本当にありがとうござい

ました。先生からも必ず報告があり、

本当に心強く思っておりました。本

人次第ではありますが、リハビリを

しっかり頑張っていただいて、少し

でも早く家に帰ってこられるように

励まして行きたいと思っています。

本当にありがとうございました。 

（5A） 

前立腺生検のため検査入院時の受

け入れから検査後まで不安な気持ち

に寄り添い、暖かな傾聴と援助して

くださる姿に感謝。また検査に同行

時の「頑張れ」の一言が大変励みに

なりました。診療計画、特にクリニ

カルパスはわかりやすくいい仕組み

です。病棟の看護師さん一人ひとり

が連携し、チームワークよく動いて

いる姿にも感謝いたします。 

（5A） 

検査入院及び今回の手術入院にあ

たり、不安を感じることなく全てに

臨むことができ、そして穏やかな心

持ちで過ごせるような配慮を感じさ

せていただきました。医師、看護長

はじめスタッフの皆さま・清掃担当

の方、毎日表情を変える富士山、一

週間ありがとうございました。 

（5A） 

入院患者の家族です。入院中は大

変お世話になり、ありがとうござい

ました。オンライン面会しかできな

い今、お忙しい中、様子もちょくち

ょく聞かせていただき、家族一同大

変感謝しております。これからも家

族みんなで母をサポートしていきま

す。本当にお世話になりました。 

 

 

 

 

（外科、5B） 

先生・スタッフの方々は、誰に対

しても嫌な顔もせず相手に合わせて

接しとても気持ちよく感じました。

毎回ホッとする一面を見て心が安ら

ぐ、入院生活を送ることができまし

た。ありがとうございました。 

（外科、5B） 

入院中に院長が病室へ複数回お見

舞いに来て、声かけをしていただい

たことに感激しました。また、患者

の日々の治療経過・情報が医療チー

ムで詳細に共有され一体感を持った

治療に安心感が持てた。 

（外科、5B） 

トイレの時すぐに来てくれてよか

ったです。皆さん良くしてくれまし

た。また、リハビリ担当の方もよく

みてくれました。だいぶ足が前に運

べるようになりました。ありがとう

ございました。 

（外科、5B） 

スタッフ全員、患者の気持ちを理

解していただいて、とても気楽な入

院生活を送らせていただきました。

先生方にははげましていただきとて

も気強い思いでした。 

（5B） 

緊急入院で不安でいっぱいだった

のですが、毎日看護師の方々が優し

く丁寧に声掛けをして気に掛けてく

ださったので、安心して過ごすこと

ができました。先生も一生懸命に見

てくださり、話もよく聞いてくれた

ので感謝しています。３週間の入院

生活でしたが、快適に過ごせたのは

5B病棟のスタッフの皆さまのおかげ

です。ありがとうございました。 

（5B） 

今回初めて貴院を利用させていた

だきました。機敏な動き・笑顔いっ

ぱいの対応・礼儀正しさ、素晴らし

いと思います。職員教育が行き届い

た素晴らしい病院です。これからも

地域のために全力で頑張ってくださ

い。ありがとうございました。 

（5B） 

看護師の気遣いがよかったです。 

（5B） 

看護師・看護助師の皆様には、職

務に忠実かつ優しい行動をしていた

だきました。 
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（5B） 

全ての方に親切・丁寧に接してい

ただきました。この病院でお世話に

なってよかったです。ありがとうご

ざいました。 

（内科、6A、栄養科） 

先生とスタッフのコンビネーショ

ンがよかった。入院時の説明もよく、

理解できました。食事もとてもおい

しかったです。 

（糖尿病・内分泌内科、6A、薬剤科） 

始めて「１型糖尿病」と診断され

不安の多い入院でしたが医師や多く

のスタッフの方々が、大変親身にな

ってくださったことに感謝します。

看護師の方たちはとても優しく、温

かい言葉をたくさんかけていただき

ました。おかげで正しく知識を身に

付けることができ「これからも頑張

ろう」と元気をもらうことができま

した。今後ともよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

（6A） 

看護師さんはみんな優しくてよかっ

たです。 

（腎臓内科、6B、その他） 

病棟の担当スタッフの皆さまには大

変お世話になりました。また、入院

中の家族が１階のトイレを汚してし

まったことがありましたが、スタッ

フの方々は嫌な顔せず親切に対応し

てくださいました。本当にありがと

うございました。 

（腎臓内科、6B、7A） 

医師の的確な判断、最善の治療によ

り今回は重症化することなく早期回

復することができた。過去にも２回

入院したが、看護師さんたちが優し

く温かい言葉をかけてくれました。

皆様にはとても感謝しています。 

（循環器内科、7A） 

初めは先生の言葉がオブラートに包

まれていないのでグサッときました

が、一つ一つの対応が速く、その結

果をすぐに報告してくれました。い

い結果が出た時は今までと違う表情

で、笑顔で大きく手で丸を作ってく

れてうれしかったです。また看護師

さんたちの笑顔・励ましがうれしか

ったです。長い入院期間に支えられ

ました。皆さまありがとうございま

した。 

（消化器内科、7A） 

皆さまお忙しい中でも丁寧な対応を

してくださり、何の不安もなく入院

生活が送れました。本当にありがと

うございました。特に看護師の皆さ

ま対応、すばらしかったです。 

（7A） 

看護師さんに明るく優しく看護して

いただき、おかげさまで退院となり

ました。心から感謝いたしておりま

す。ありがとうございました。 

（7A） 

看護師さんたちには、いろいろよく

していただき感謝しています。 

（消化器内科、7B） 

先生や看護師さんが毎日声をかけて

くれるのは、心強くありがたかった。 

（7B） 

職員の皆さんは、大変良く教育され

ていると思いました。 

（7B） 

対応がよかったです。 

（7B） 

過去に３回入院でお世話になりまし

た。私は独り住まいで寂しさを感じ

るときがありますが、今回の入院中

は医師や看護師の皆さんがとても優

しく親切なので寂しくありませんで

した。本当にありがとうございまし

た。 

（7B） 

担当の先生が「看護師さんが優しい

んだよ。ここは。」と言いましたが、

本当にそうなんだと実感しました。

お世話になりました。 

（その他） 

スタッフの皆さまが親切で、安心し

て入院生活を送ることができまし

た。ありがとうございました。 

 


