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ご意見等について回答いたします。 

看護師に点滴の針が曲がっている

ことを伝えたが、処置するまでに時

間がかかった。点滴の針を外すよう

お願いしたが時間がかかった。大声

で私語や笑い声があった。看護師か

らニンニク臭がした。 

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。患者さ

んの立場に立った対応をする、病棟

内で私語を慎む、身だしなみに気を

つけるなど、接遇マナーについて指

導しました。 

（看護部） 

食事の量が多く、食べることがで

きなくて申し訳なかった。希望を取

って量を考えてほしい。 

病院食は治療の一環として、患者

さんの病態を考慮した提供量となっ

ておりますが、食事量の変更は可能

ですので、お気軽に病棟スタッフま

でご相談ください。 

（栄養科） 

霊安室の造花が気になった。交換

を検討してほしい。 

この度は貴重なご意見をありがと

うございます。新しい造花の交換を

検討させていただきます。 

（病院総務課） 

大便器で流していなかった。 

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。ト

イレの使用方法については、その方

の良識に頼らざるを得ません。清掃

業者等が気がついた時には、その都

度対応させていただきます。 

（病院総務課） 

障害者用駐車場を使いたかった

が、障害者ではない方が使用してい

ると思われ、使えないときがほとん

どだった。 

ご意見ありがとうございます。カ

ラーコーンなどに障害者用駐車場で

あることを表示しております。障害

者ではない方が専用駐車場に停めて

いるようですが、この点については、

その方の良識に頼らざるを得ませ

ん。 

 （病院総務課） 

車いす専用駐車場までの移動に傘

を置いてもらえると助かる。 

ご意見ありがとうございます。傘

の設置は返却、破損、無断破棄など

のトラブルが考えられ、対応は困難

な状況です。お手数をお掛けします

が、傘はご自身でご用意していただ

けますよう、お願いします。 

（病院総務課） 

1 階ロビーにコピー機を置いてほ

しい。 

1階ロビーは余剰空間がなく、コピ

ー機の設置が困難な状況ですが、今

後、要望が多く寄せられるようでし

たら、設置について検討してまいり

ます。 

（病院総務課） 

Wi-Fi スポットをロビー周辺以外

にも欲しい。入院患者がベッドの上

でも Wi-Fi が利用できるようにして

ほしい。 

ご意見ありがとうございます。

Wi-Fi 等の電波は医療機器の使用す

る周波数によっては電波干渉を生

じ、機器が正常に使用できなくなる

恐れがあるため、導入は困難な状況

です。ご不便をお掛けしますが、ご

理解の程よろしくお願いいたしま

す。 

（病院総務課） 

病室で携帯電話を使用できないと

家族との連絡に困る。 

この度は、ご不便をお掛けし申し

訳ありませんでした。携帯電話の電

波は医療機器の使用する周波数によ

っては電波干渉を生じ、機器が正常

に使用できなくなる恐れがありま

す。院内には通話可能区域を設けて

表示してありますので、そちらでの

携帯電話の使用にご協力お願いしま

す。 

（病院総務課） 

トイレが使いづらい。 

ご意見ありがとうございます。ト

イレは、古い設計基準によって設置

されています。施設改修の際には可

能な限り対応しますので、ご理解の

程お願いします。 

（病院総務課） 

多くの職種の方（ユニフォームの

違う方）が世話をしてくれるので、

領域がどう異なるのかわかりやすい

案内資料などがあると良いと思う。 

この度は、ご不便をお掛けし申し

訳ありませんでした。ユニフォーム

は各職種における作業性、快適性な

どを考慮して採用しています。使用

する個人によって作業性、快適性な

どの感じ方が異なるため、複数の選

択肢を用意してあり職種による統一

が困難な状況です。ご理解の程よろ

しくお願いします。 

（病院総務課） 

初診受付と会計の待ち時間が長

い。 

受付作業に時間が掛かり、大変長

くお待たせして申し訳ありませんで

した。また、お名前をお呼びするた

め、近くでお待ちいただくようご案

内しておりますが、それにより辛い

思いをさせてしまったことをお詫び

いたします。 

今後は、密となることのないよう

患者さんへの呼びかけをするととも

に、妊婦さんや体の不自由な方への

優先席を用意する等、状況に応じた

対応をして参ります。 

（医事課） 

数年前に出産した際、退院時に支

払い手続きをしたところ、保険証が

できてからで良いと言われていた分

も請求があり支払ってしまった。返

金手続きはできたものの、自費で払

った後に還付の手続きについて案内

がなかったので、知らなければその

まま終わるところだった。 

お支払いについて、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。 

出生間もない赤ちゃんの入院費に

つきましては、保険証が出来るまで

会計を保留とし、当日の外来分のみ

お支払いをお願いしています。還付

の手続きも含め、支払いについては、

案内方法も決められていましたが、

スタッフ間で情報共有がされていな

かったため、適切な対応が出来ず、

患者さんに御迷惑をお掛けしてしま

いました。今回の御意見をもとに各

種会計について周知徹底を図り、接

遇を含めたスタッフの質の向上に努

めて参ります。 

（医事課） 
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お礼のお手紙をいただきました。 

（眼科、形成外科、3C） 

医師が親身になって処置をしてく

れた。手術の説明も非常にわかりや

すかった。看護師がテキパキと仕事

をこなし、よく話を聞いてくれた。 

（3C） 

医師、看護師、職員が仕事とはい

え何事もよくしてくれた。 

（3C） 

昨年より心臓バイパス等治しても

らった。今また膀胱がんで診てもら

っています。本当にありがとうござ

います。 

（3C） 

医師、看護師が毎日笑顔でやさし

さの回診ありがとうございました。 

（3C） 

医師はじめ皆様に良くしていただ

き感謝します。 

（3C） 

看護師さんがみんな優しく接して

くれました。 

（3C） 

退院前に「お大事に」と言ってく

れ、とても嬉しく思いました。質問

等にやさしく答えてくれ、安心して

入院できました。退院後の回復状況

や外来予約を教えてくれ、疑問も解

消でき安心して退院できます。 

（3C） 

みなさん親切に接してくださり、

安心して過ごせました。 

（産婦人科、4A） 

忙しい中でも嫌な顔一つせず、体

調を第一に、その中でできることを

考えていただけてとても嬉しかった

し助かりました。手術をしてくれた

医師もとても優しく声をかけてくれ

ました。 

（産婦人科、小児科、4A） 

医師や看護師、助産師がとても良

くしてくれ、この病院で出産して本

当に良かった。身体のことだけでな

く、心のケアまで気遣ってくださり、

丁寧に対応してくれたことが嬉しか

ったしありがたかった。 

（産婦人科） 

みなさんとても親切で困っている

ことや不安。辛いことに寄り添って

いただいてすごく助かりました。 

（4A） 

お産のとき、やさしくわかりやす

く声をかけてくれたおかげで、少し

パニックもありましたがスムーズに

出産できました。優しい言葉をかけ

てくれて嬉しかったです。 

（産婦人科、4A） 

医師や看護師、助産師の対応がと

てもよく感謝しています。 

（4A、4B） 

赤ちゃんが NICUにいたので、気を

遣っていただいた。親切にしていた

だきありがとうございました。 

（4B） 

医師と看護師が優しくしてくれて

とても嬉しかったです。私も大人に

なったら医師になりたいと思ってい

ます。いろいろとありがとうござい

ました。 

（小児科、4B） 

点滴のところにかわいいシールを

貼ってくれたり、やさしく接してい

ただき、子どもも安心して過ごせた

ように思えました。医師が子供の相

手をしてくれたり、病気のことをプ

リントでわかりやすく説明してくれ

て助かりました。 

（5A） 

みなさん親切でやさしく接してい

ただき助かりました。みなさんの笑

顔が一番助かりました。 

（5A） 

皆様とても優しくしてくださり嬉

しかったです。不安な時は人のやさ

しい言葉に癒されてとても安心しま

した。若い看護の方、ありがとう。

やさしい言葉が一番の看護だと思い

ます。 

（外科、5B） 

とても頼りになりました。看護師

が業務をテキパキかつ完璧に、配慮

が素晴らしい。 

（5B） 

看護師が一生懸命仕事されていま

す。不明な点等ございません。 

（5B） 

どの看護師の方も丁寧で優しい対

応をしてくださったのが嬉しかった

です。ありがとうございました。 

（内科、6A） 

体調の悪いときに気を遣い声をか

けていただき頑張れました。 

（内科、6A） 

医師が患者と向き合い何回も回診

して患者の不安を取り除き、一生懸

命さが素晴らしい。看護師は患者の

心に寄り添え、勇気と元気をいただ

きました。不安な心を親身に面倒見

ていただき、いつも笑顔でやさしく

声をかけていただき感謝しかありま

せん。看護師は自分にもやさしく

時々抱きしめてほめてあげてくださ

い。 

（内科、6A） 

入院中、元気にわかりやすく対応

していただきありがとうございまし

た。他の患者さんと同室で大変勉強

になりました。 

（6A） 

大変お世話になりありがとうござ

いました。感謝しております。 

（6A） 

看護師がみんな優しく接してくれ

た。 

（6A） 

わからないことを的確に教えてく

れた。病室内の雰囲気を明るく保っ

ていた。 

（7A） 

看護師の方が優しく対応してくだ

さり感謝します。 

（7A） 

みなさん優しく丁寧に接してくだ

さいました。 

（7A） 

手術のときすごく不安でしたが、

医師や看護師に声をかけてもらいも

のすごく助かりました。病棟でも良

くしていただきありがとうございま

した。 

（循環器科、7A） 

医師が患者の立場に立ってわかり

やすく説明してくださり、上から目

線のようなことが一切ないので素晴

らしいと思います。手術も上手です。

いつ入院しても一人ひとりが丁寧に

気遣いをいただき、感謝しています。 

（7A） 

みなさんの対応が良く、気持ちよ

く退院できます。 

（内科、7B） 

医師がわかりやすく図を描いて病

気の説明をしてくださり良かった。

とても理解できました。看護師全員

も親切に対応してくださり、気持ち

よく入院生活を送る事ができまし

た。 

（内科、7B） 

医師の説明が適切で的確、納得し

た。看護師が手取り足取りで心配が

なかった。安心・気分が良かった。 

（7A） 

何もわからず不安になっていた時

に、笑顔で優しいお声で接してくだ
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さり、とても安心できました。ナー

スコールを鳴らしても嫌な顔もせず

に対応していただけてありがたかっ

たです。 

（救急外来、7B） 

急な入院でしたが、医師・看護師

の対応とご配慮に感謝します。 

（救急外来） 

祝日の夜 23 時過ぎに救急で対応

していただき、感謝しかありません。 

（救急外来） 

入院すると面会できないため、先

に会わせてくれるよう対応してくれ

た。 

 


