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ご意見等について回答いたします。 

同室患者に LINEやメールの着信音

を出している方がいたため看護師に

話したところ、「リモート面会の着信

音です」と言って取り合ってもらえ

なかった。 

この度は、ご不快な思いをさせて

しまい申し訳ありませんでした。オ

ンライン面会時は、タブレットの音

量を調整することやバイブレーショ

ン機能を使用していくよう配慮して

いきます。また。事前に患者様の面

会を行う環境の整備に努めていきた

いと思います。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（看護部） 

入院時に名字の読み間違いがあっ

たり、入院前の確認事項を再度聞か

れた。こちらの質問に答えられない

ことがあり、すべてを把握していな

いと感じた。病棟と入院受付とサポ

ート室が繋がっていないように思え

た。 

この度は、ご不快な思いをさせて

しまい申し訳ありませんでした。患

者様のお名前を間違えることがない

よう、電子カルテで読み仮名を含め、

お名前を確認後入院のご案内に伺い

ます。また、入院案内、患者サポー

ト室とは連携を取り情報を共有し、

患者様の質問に対応できるよう努め

てまいります。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（看護部） 

イレウス患者は食物繊維が気にな

る。1cm くらいに刻んだ形での提供

を希望する、 

病院食は治療の一環として、医師

の指示のもと患者様の病態を考慮し

た食形態となっておりますので、患

者様の病態を考慮した食形態となっ

ておりますが、患者様のご希望によ

りきざみ食等の対応は可能ですので

お気軽に病棟スタッフまでご相談く

ださい。 

（栄養科） 

①入院中に今後はクリニックに行

くようにと紹介状を渡された。前も

って何の説明・相談もなく突然退院

の話が出るのはおかしい。 ②手術

をして腕が上がらないのに食事は自

分で運ぶように言われてしまった。 

案①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。 

（①診療部、②看護部） 

歯科口腔外科前の待合で待ってい

るとき、職員の休憩室と思われる場

所から食べ物のにおいが漂ってき

た。 

ご意見ありがとうございます。待

合時に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。休憩室

についてはにおいが待合場所に流れ

ないよう、利用には気を付けてまい

ります。 

 （病院総務課） 

付き添いの際に業者から貸出ベッ

ドを借りたが、ベッドが固くて寝辛

かった。マットレス等がもう一枚ほ

しい。 

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。提案

いただきました内容を業者に伝え、

検討させていただきます。貴重なご

意見ありがとうございました。 

（病院総務課） 

空調が寒い。自分で用意する人の

ために長袖推奨等を入院案内に記載

してほしい。 

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

の温度設定は、病棟統一で設定して

おり、患者様の体感温度の個人差や

ベッドの配置の違いから、ご満足い

ただけない場合がございます。風量

の調整で対応していただいておりま

すが、寒いとお感じになられた場合

は、病棟全体の温度設定を調整しま

すので、担当にお申し付けください。 

（病院総務課） 

保険証が変更となった場合変更届

を提出しコピーしていると思われる

が、口頭で変更の旨を伝え、その場

で画面上の変更をすれば紙と時間を

節約できる。紙処理をしているのは

中央病院だけである。 

このたびは貴重な御意見をいただ

き、ありがとうございます。 

保険証の変更があった場合、受付

にて登録確認作業をしているところ

でありますが、保険証番号は保険請

求における大切なデータであり、入

力誤りが無いか再度確認するためコ

ピーをいただいております。マイナ

ンバーカードを利用したオンライン

資格確認は、保険証のコピーが不要

となりますので、オンライン資格確

認の推進や他院の取組みを参考とす

るなど、取り扱いを検討をしてまい

ります。 

 

（医事課） 

寒かった 

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。空調

の温度設定は、病棟統一で設定して

おり、患者様の体感温度の個人差や

ベッドの配置の違いから、ご満足い

ただけない場合がございます。風量

の調整で対応していただいておりま

すが、寒いとお感じになられた場合

は、病棟全体の温度設定を調整しま

すので、担当にお申し付けください。 

（病院総務課） 
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お礼のお手紙をいただきました。 

（精神神経科） 

初めて精神科に通院してからカウ

ンセリングをしていただいて、ここ

に来ると気持ちがほっとして、すっ

きりして帰れます。ずっとこの先生

と看護師さんにいてほしいです。い

なくなると不安な気持ちになりそう

です。お願いします。 

（精神神経科） 

いつもとても丁寧な対応で助けら

れています。異動はしないでほしい

と思います。 

（糖尿病内分泌血液内科） 

親切、丁寧に説明してくれる。サ

ポートもしっかりしてくれた。優し

く声をかけてくれたり、笑顔で接し

てくれるので安心する。 

（麻酔科、３C） 

手術前には安心するよう声を掛け

てもらい不安感が和らぎ、安心して

手術を受けることができました。看

護師さんも何度もナースコールをし

たのにいやな顔をせず症状にも耳を

傾けていただき、薬を出して対応し

てくださり有難かったです。 

（形成外科、３C） 

職員の方にはとても親切にしても

らって感謝しています。医師の手術

の説明がやさしく、急な手術でした

が安心して受けることができまし

た。対応に全く不満はありません。 

（３C） 

2 度目の入院となりますがスタッ

フの皆さんに親切にしていただき感

謝しております。残念なことに手術

しないで帰るので、帰ってから気を

付けて過ごします。3食の食事美味し

かったです。 

（３C） 

全体的に患者目線で対応してくれ

た。患者の痛みに対して、医師への

仲介を積極的にしてくれた。気持ち

よく入院生活ができました。 

（３C） 

自分がちょっと悩んだり、困って

いたりすると、顔を見てどうしたと

聞いてくれる、それはすごいと思い

ました。 

（３B） 

わがままばかりでしたが、1か月御

世話になりました。また御世話にな

りたくないけれどその時はよろしく

お願いします。 

 

（４A） 

出産の時、的確で声掛けもよかっ

た。前回の時の人より気持ち的に楽

に出産できた。 

（４A） 

何に対しても丁寧でいつも笑顔で

接してくださいました。看護師さん

は嫌な顔せず細かなところまでやっ

てくださいました。中央病院で手術

させていただきましてありがとうご

ざいました。大変なお仕事ですが、

これからも皆様体に気を付けて頑張

ってください。 

（５A） 

がんで入院した父が最後まで穏や

かに過ごせたのも病院スタッフの皆

様のおかげと家族一同感謝していま

す。父の様子、話した事などを教え

てくださったり、食事の差し入れの

許可、面会と細やかに配慮していた

だき本当にありがとうございまし

た。 

（７B、５B） 

皆さんに大変良くしていただいて

本当にありがとうございました。御

世話になりました。感謝です。 

（外科、５B） 

全体に思いやりがあり、安心して

いました。 

（５B） 

皆様が良く気が付き、安心に入院

生活が出来ました。ありがとうござ

いました。 

（５B） 

親切にしていただきました。あり

がとうございました。 

（６A） 

親切 

（６A） 

嫌々なそぶりなど一つも見ません

でした。明るく元気にはつらつと仕

事をしている様は勉強させられまし

た。病気が早くに治ったのも、その

様に仕事をしている皆さんのおかげ

だと思います。 

（６A、６B） 

血糖値測定で指先からうまく採血

できなかった時丁寧に教えていただ

き、一人でできるようになった時す

ごくうれしかった。初めての入院で

不安でどうなるかと思いましたが、

同じ部屋で友達ができたり、快適に

入院生活が送れました。 

（７A） 

医師をはじめ関係するスタッフの

方々がとても親切で明るい。各々の

業務において全てのスタッフがプロ

としての責任を全うしてくれた。 

（７A） 

母の手術にあたり、メンタル的に

不安定な本人の状況を深く理解し、

柔軟な対応をしていただくことで大

変な時期を乗り越えることができま

した。不安定な母に寄り添い、皆様

方が本当に温かいサポートを続けて

くださったことが何よりの勇気づけ

になったと思います。一刻を争う激

務の中で柔らかく温かい対応を保ち

続ける皆様の接し方には本当に助け

られました。 

（循環器内科、７A） 

親切で丁寧で、色々な面でてきぱ

きと動いて対応してくれて、改めて

人の命を預かっている大変な仕事で

みなさんに感動しました。色々御世

話になりありがとうございました。 

（７A） 

入院、検査、病室に入るに至るま

で大変気配りある親切な対応をいた

だき、安心できる入院が出来ました

こと、心より感謝申し上げます。 

（７B） 

入院中運動のため廊下を歩くので

すが、看護師の働いている姿が素早

くて一生懸命で、1日中始めから終わ

りまで必死に動いていて感心しまし

た。 

（救急） 

深夜という時間で緊急にもかかわ

らず、私の命を救っていただいたこ

とを感謝します。 

（その他） 

初めて男性の看護師に接しまし

た。親切でやさしくとてもいい感じ

です。 

（その他） 

全般に職業意識が高く、親切でし

た。それ故入院中は安静に過ごすこ

とができて良かったと思います。 

（その他） 

すべて感じがいいです。 

 


