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ご意見等について回答いたします。 

医師の伝え方がストレートすぎて

ショックだった。しっかりと治療方

針を伝え、安心して治療が受けられ

るように不安にならない伝え方をし

ていただきたい。 

この度は不安な思いをさせてしま

い、申し訳ございませんでした。医

師にとって、病状を説明するだけで

なく患者さんやご家族との信頼関係

を構築することも重要なことだと思

います。今後は、患者さんやご家族

のご理解が得られるよう努めてまい

ります。 

（診療部） 

子どもが入院した際に、入院説明

のところで「帰りは荷物が重いので、

一人で下りることはないか」と確認

したところ、「看護師と下りる」と言

われたにも関わらず、重い荷物を持

ちながら一人で下りてきた。 

この度は貴重なご意見ありがとう

ございます。入院患者さんに係る説

明内容について、認識違いがないか

再度病棟へと確認し、患者さんやご

家族に誤解を与えないような正確な

ご説明、ご案内ができるよう努めて

まいります。 

（医事課） 

検査の準備をしたあと待ち時間が

長く、イライラしながら看護師と話

をしていたところ、「そんなに早く検

査できない」と言われショックを受

けた。 

辛い思いをさせてしまい、申し訳

ありませんでした。検査をお待ちい

ただく患者さんに声かけや丁寧な説

明をす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） 

①守衛が売店で本を立ち読みして

いた。 ②入院時に病室で看護師か

ら名前を確認されることなく、異な

る患者の手術内容を伝えられた。 

③看護師から伝えられる内容が人に

よって異なり、看護師自身も 2 度確

認することが多かったので、連絡を

密にしてほしい。 ④朝食の時間に

なっても食事が配膳されず、向かい

の患者のベッドに配膳されていた。 

⑤朝 4 時ころ、看護師にベッドのカ

ーテンを突然開けられ「ブザーで呼

びましたか」と確認された。患者さ

んの部屋を間違えて入ってきた。 

①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。

守衛業務の受託者に伝え、今後はこ

のようなことが無いように指導いた

しました。 ②～⑤この度は不快な

思いをさせてしまい、大変申し訳あ

りませんでした。今後も患者さんの

安全を第一に、職員の接遇の改善に

も努めてまいります。貴重なご意見

をありがとうございました。 

 （①病院総務課、②～⑤看護部） 

髪の毛の色や爪が長いのが気にな

る。 

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。職員に

は市民の方に不快な思いをさせない

よう、身だしなみに十分注意するよ

う指導してまいります。貴重なご意

見をありがとうございました。 

（病院総務課） 

①CS セット受付ブースの位置を

一考してほしい。会計を待っている

人から丸見えで、入院するというこ

とがバレバレ。入院は人には隠して

おきたい。 ②外来で長椅子に座っ

て看護師から説明を受けていたが、

「入院」という言葉が出たときひや

りとした。患者さんの中に知り合い

がいたらわかってしまう。 

①この度は貴重なご意見をありが

とうございます。院内のスペースが

限られているため、現在の位置とな

っておりますが、病院建替えの際に

は検討いたします。ご理解の程、お

願いいたします。 ②プライバシーへ

の配慮が足りず、不快な思いをさせ

てしまい申し訳ありませんでした。

この度の対応について、各外来で注

意するよう指導いたしました。今後

は患者さんに確認し、別室で説明す

るなどの対応をさせていただきま

す。貴重なご意見をありがとうござ

いました。 

（①病院総務課、②看護部） 

腸の病で入院した。食事が 3 分が

ゆから常食に数日かけて変わってい

ったが、おかずが常食と同じなのは

どうしてか。繊維質の食材はあまり

食べないほうが良いと聞いていたの

に、生野菜が出て食べられなかった。

おかずも段階を踏んでほしい。 

病院食は、主治医の指示のもと提

供させていただいております。食事

の形態等、不安があれば病棟スタッ

フにご相談ください。 

（栄養科） 

1 階エスカレータ前の病院内の地

図にカテーテル室が載っていない。 

ご意見ありがとうございます。ご

指摘の地図は広い院内の全てを載せ

きることはできないので概略を示し

ており、詳細は各科の受付に表示し

ております。カテーテル室は血管撮

影室（17 室）、第二血管撮影室（21

室）と 2 か所となります。今後は患

者さんにとって見やすい表示、案内

ができるよう研究してまいります。 

（病院総務課） 

東側駐車場について、月曜日の朝、

12 台分程空いているにもかかわら

ずゲートが開いていなかった。朝は

満車カウントのシステムをチェック

をするとか手動で誘導するなり、改

善が必要と感じた。 

この度は、ご不便をお掛けし申し

訳ございませんでした。満車カウン

トのシステムは調整しました。今後

も必要に応じて調整してまいりま

す。 

（病院総務課） 

病院の移転が 2036 年とニュース

で見たが、残り 14 年、この建物は患

者さんの増加、熱中症、院内の動線、

災害時の対応等大丈夫か。 

この度は貴重なご意見をありがと

うございます。ご指摘いただいた事

項も踏まえ新病院建設の検討と合わ

せて、これから 10 年以上使用するこ

とになります現病院の老朽化対策及

び施設の快適性や安全性の向上につ

いても対応を図ってまいります。 

（病院経営課） 

①入院説明時、部屋希望を出した

が伝わっていなかった。また、付き

添いベッドの料金がかかる説明をさ

れていなかった。 ②付き添いベッ

ドの質が悪かった。 

①この度は貴重なご意見ありがと

うございます。お部屋の件につきま

して、ご希望に添えず申し訳ありま

せんでした。その時の利用状況によ

っては希望に添えないことがありま

すので、院内の連絡体制を確認し、

病棟の情報を確実に伝えられるよう

な方法を検討してまいります。 ②

不快な思いをさせてしまい、申し訳

ありませんでした。事業者に提案内

容をお伝えし、検討させていただき

ます。ご理解の程、お願いいたしま

す。 
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（①医事課、②病院総務課） 

会計番号票を発行してから実際に

会計できるまで 38 分かかったが、流

石に時間がかかり過ぎだと思う。 

会計計算において、大変長らくお

待たせしてしまい申し訳ありません

でした。混み合う時間につきまして

は、計算スタッフを増員して対応し

ているところであります。今後はお

待たせすることの無いよう、スタッ

フのさらなるスキルアップを図るよ

うにしてまいります。また、13 時ま

では 2 階内科カウンターでも会計を

行っております。1 階と比べますと空

いておりますので、そちらもご利用

ください。 

（医事課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（3C） 

気分が悪くなったとき、看護師が

すぐ近くにいてくれてよかった。 

（3C） 

医師や看護師が、口先ではなく自

分のことのように感じられた。 

（3C） 

親切丁寧な対応で、快適な治療を

受けることができました。 

（3C） 

急な入院と今後が心配となる手術

だったが、いつも明るく声かけをし

てくれ、励ましてくれた。元気を貰

いました。一つひとつの処置も丁寧

で、嫌な思いはゼロでした。 

（3C） 

思いもよらぬ事故での入院となり

ましたが、常に明るい対応をしてい

ただき、心が励まされました。 

（3C） 

とても丁寧で気を遣って対応して

いただき、感謝しかありません。初

めての入院・手術で心配でしたが、1

週間安心して過ごせました。 

（泌尿器科、3C） 

医師や看護師が大変やさしく接し

てくれ、入院できてほっとしました。 

（4A） 

どの方も笑顔で接してくれた。説

明も丁寧で元気をもらいました。母

乳指導も熱心で助かりました。 

（4A） 

陣痛から出産までの間、すごく親

身になって対応してくださったおか

げで無事に出産することができまし

た。感謝の言葉しかなかったです。 

（4A） 

一人ひとりのナースコールに丁寧

に対応していただき、社会人として

本当に尊敬します。色々と親身に相

談に乗っていただき、ありがとうご

ざいました。 

（産婦人科、4A） 

入院期間、とても安心して快適に

過ごせました。無事お産が出来てほ

っとしています。また、母乳に関し

ても丁寧にご指導下さりありがとう

ございました。 

（4A） 

陣痛でとても大変な時に腰をさす

ってくださったり、アドバイスや声

かけをしてくださり助かりました。

出産後も赤ちゃんのお世話指導や体

の痛みを気遣ってくださりありがと

うございました。 

（4A） 

夜間に担当していただきました

が、同じ部屋の誰に対しても献身的

に優しく接してくださり、患者の気

持ちに寄り添うやさしい言葉かけに

も感心しました。 

（小児科、4B） 

我が子が苦しんでいる姿を見て不

安で仕方なく泣いていたとき、医師

が速やかな対応、説明、フォローを

してくださり、本当に安心し感謝で

いっぱいです。看護師も親切に対応

してくださり、明るく我が子に接し

てくださいました。付き添いの私に

対しても本当に優しく対応してく

れ、安心して入院生活を送れました。 

（5A） 

看護師が本当に優しくて、明るく

て、病室に来てくれてお話をするの

が楽しみでした。 

（泌尿器科、5B） 

医師、看護師の色々な気遣いがあ

り、本当にありがたかったです。初

めての入院・手術でしたが、地元の

中央病院でよかった。 

（外科、5B） 

入院中は色々親切にしてくださり

ありがとうございました。安心して

治療と手術することができ感謝して

います。まめに声をかけてくださり、

安心して治療できました。 

（5B） 

不安いっぱいの私にお気遣い下さ

る言葉が丁寧で親切でとても優しか

ったです。 

（内科、6A、薬剤師） 

医師に事前の説明、経過報告等、

こまめに丁寧に説明してもらい、何

一つ不安なく安心していれました。

看護師が全員チームワークよく、心

の支えになりました。薬剤師が薬の

説明以外にも沢山のアドバイスして

くれ、助かりました。 

（呼吸器内科、6A） 

皆さんとても親切でした。 

（7A） 

いつも明るく、親切に接していた

だき、落ち込んでいた気持ちも晴れ

ました。皆様少ない人数の中、お互

いにサポートしあい、感謝の心を忘

れずに大変良いチームワークを見せ

ていただき、ありがとうございまし

た。 
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（7B） 

私の話を親身に聞いてくださいま

した。笑顔に癒されました。声をか

け、手を振って下さり、一人ではな

い気持ちになれました。 

（7B） 

何事に対しても親切に対応してい

ただき、感謝です。 

（7B） 

声かけ、気遣いいただき感謝して

おります。 

（手術室） 

麻酔をするとき、緊張していたら

肩をさすってくれたり、声かけをし

てくれて、心が落ち着き助かりまし

た。なかなか麻酔が効かず、痛いと

思ったときすぐに来て先生に伝えて

くれたので、看護師がいてくれて安

心できました。 

（その他） 

コロナウイルスがなくならず、毎

日大変な看護師や医療従事者には頭

が下がる思いです。入院してはじめ

て病院関係者が大変なのが肌身でわ

かりました。看護師や医療従事者に

心から御礼します。 

 


