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ご意見等について回答いたしま

す。 

駐車場案内について、経費等の

問題が伴うと思いますが、第１駐

車場の入り口に空車か満車か一括

した掲示板があれば幸いに思いま

す。 

貴重なご意見ありがとうござい

ます。ご指摘のとおりシステムの

設置には多額の費用が必要となる

ため、今後、同様の要望が多く寄せ

られるようでしたら、設置の可能

性について検討していきたいと思

います。 

（病院総務課） 

ＣＳセットのパジャマにポケッ

トを付けてほしい。 

この度は、ご不便をお掛けし申

し訳ございませんでした。ポケッ

ト付きのパジャマにつきまして

は、今後検討させていただきます。

貴重なご意見有難うございまし

た。 

（病院総務課） 

会計が遅い。1時間近く待つ。必

要な時間を表示すれば、他の用事

が出来る。 

会計計算において、1時間近くも

お待たせしてしまい、大変申し訳

ありませんでした。待ち時間を短

縮するよう、混みあう時間につき

ましては、計算スタッフを増員し

て対応しています。また、午後 1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。必要な時間

の表示につきましては、システム

都合上すぐに対応致しかねますの

で、時間がかかる時にはお声がけ

させていただくなど検討して参り

ますので、ご理解と御協力をお願

いいたします。 

（医事課） 

会計の待ち時間が長すぎる。最

低でも 40分、長くて 1時間も待た

される。子供と待つのは大変なの

で、次回の診察時に精算か、口座振

替でもいいのでお願いしたい。会

計待ちが嫌すぎて他の病院に変え

たい。 

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。待ち時間を短縮する

よう、日頃から計算スタッフの教

育に努めておりますが、混みあう

時間帯等でお待たせしてしまう場

合がございますので、お手数です

が、その際は受付に一声お声がけ

いただき。次回受診時にお支払い

いただくなど支払い方法をご案内

させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

（医事課） 

ＣＳセットの購入の際、順番の

カードを取りお待ちください、と

あったので待っていたが 20 分以

上待たされました。順番待ちは私

だけでした。途中、係の方の出入り

はありましたが、カードがかけて

あるフックは見ず、出入りされて

いました。こちらから声をかけて

手続きさせていただきましたが、

申し訳なさそうでもなく。待って

いる人がいるということが、係の

人にも分かるシステムに変えた方

が良いと思います。 

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。業

者より呼びかけを行うよう指導し

ました。また、案内についても検討

させていただきます。貴重なご意

見有難うございました。 

（病院総務課） 

病棟スタッフ間で、しっかり情

報共有していただきたい。同じ事

を何度も何度も言わなければなら

なかった。患者へのお見舞い手紙

は必ず開封して読んであげてくだ

さい。患者が自分で手紙を開封、読

めない状態、退院後に荷物を受け

取ったら開封すらしていない手紙

が多数あった。とても悲しいと同

時に怒りも覚えた。このコロナ禍、

たった一人で闘病している患者に

とってお見舞いの手紙は唯一の慰

めです。手紙を書き送ってくれた

人も心をこめて患者に手紙を書い

てくれたのです。それを開封すら

していないとは。とても失礼なこ

とではないでしょうか。 

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。患

者さんが同じことを何度も伝える

お手間を取らせることがないよう

にスタッフ間の情報共有を徹底し

ます。お見舞い手紙については患

者さんがご自身で読むことが難し

い場合は、患者さんに開封して良

いか確認の上読ませて頂くなど患

者さんと書いてくださった方への

配慮に努めます。 

（看護部） 

(救急外来受付)具合悪く、空いて

いる駐車場に駐車して車いすを借

りに来た所、車を救急外来の前に

停めて、駐車位置を変えるように

言われた。大丈夫ですので車いす

を借りたいと２～３回やりとりを

行った。家族の意見を無視されて

いると思いました。家族の責任で

大丈夫と伝えているのに、何が危

ないのですかと聞きたいです。一

刻も早く診察を受け、苦痛を払い

去ってあげたいと思い受診してい

るのに、残念です。事務だから仕方

がないと言えばそうですが、もっ

と家族の声に耳を傾ける事が必要

と思います。 

救急外来を受診される患者さん

には、一刻も早く受診していただ

けるよう、常に意識して行動して

います。車いすの利用につきまし

ては、離れた場所から患者さんが

移動されると、段差など危険個所

があるため、万が一のことを考え

ると、お断りせざるを得ません。し

かし、今回のように車を再度移動

させることで、二度手間になって

しまう場合は、お話をよく伺った

うえで、ご家族の強い希望や了承

を得られた際には、看護師に相談

した上で臨機応変に対応して参り

ます。この度は、一方的で事務的な

対応となってしまい、ご家族に不

快な思いをさせてしまいました 

（看護部） 

(救急外来受付)対応が悪い。病ん

でいるのに冷たい言葉。病人だけ

でなく、家族の心も病んでしまい

ました。 

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、病気に対し不安を抱えたり、心

配をさせている患者さんやご家族

に思いやりのある対応ができず、

お詫びいたします。今後はそのよ

うなことがないよう、患者さんや

ご家族の気持ちに寄り添い、言葉

や表情に気を配った上で、あたた

かみのある対応が出来るように努

力したします。 

（看護部） 

会計の対応が悪い。こちらは分

からないので聞いているのに、威

圧的に返答された。マイクを使い

何度も大きな強めの声でどなられ

たので気分が悪かったです。窓口

は病院の顔なのに、このような人
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を使うのはどうかと思う。隣の方

に聞いてスムーズに解決しまし

た。 

この度は不快な思いをさせてし

まい、たいへん申し訳ありません

でした。この度のご指摘を真摯に

受け止め、病院の顔となる窓口の

スタッフには患者さんの視点に立

った対応を心掛け、思いやりと笑

顔で対応するよう指導して参りま

す。 

（医事課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（救急外来） 

子供がコロナになってしまい息

苦しさ、胸痛、気持ち悪い、食事が

2日取れないなど、熱も高く、藁に

も縋る思いでこちらを受診しまし

た。子供にも、私にまでも優しい言

葉をかけて下さり涙が出ました。

不安な中優しく安心させてくださ

り、子供もコロナになって苦しく

てとても辛かったのですが、ホッ

としたように感じました。適切な

処置をして下さり本当に感謝の気

持ちでいっぱいです。大変な状況

が続きますが、お体に気を付けて

ください。ありがとうございまし

た。 

（７Ｂ） 

職員が全体的に優しかったで

す。 

（５Ｂ） 

初めての入院で不安を感じてお

りましたが、皆様の気さくなお人

柄と手厚いケアのおかげで退院出

来る事となりました。激務の中、明

るい笑顔に癒されました。コロナ

禍の中、先の見通しがつき辛い状

況が続いておりますが、くれぐれ

もお自愛くださいます事を心より

お祈り申し上げます。大変御世話

になりました。 

（５Ｂ） 

癌という病になり気持ち的に不

安定となっていました。手術する

ため入院することになり不安でい

っぱいでしたが、５階５Ｂの看護

師の皆様の手厚い看護により気持

ちも楽になり、手術を無事終える

ことができました。５Ｂの皆様本

当にありがとうございました。 

（5） 

職員全部の人たちが看護も良く

してくれて、私たちの事も良く聞

いてくださいました。とても安心

でした。先生達も毎日良く見てく

ださいました。 

（麻酔科医） 

いつも手術室の前で元気に出迎

えてくださる面白い先生で緊張し

ないような気配りがありがたいで

す。リラックスして手術が受けら

れるのは先生のおかげかと思いま

す。今回もありがとうございまし

た。 

 

（４Ｂ） 

初めての長い入院で不安や寂し

がる事がありましたが、優しく接

してくださり安心できていまし

た。親の私の食事の時や、子供が家

族に電話をする時に場所を提供し

てくれました。体調の事や入院生

活の事で細かい心配りをしていた

だき、声を掛けてくれて本当に嬉

しかったです。ありがとうござい

ました。 

（４Ａ） 

精神的にも身体的にも参ってい

ましたがみなさんとてもよく接し

てくれました。心細くなく入院で

きました。心配してくださったり

赤ちゃんを預かってくださった

り、話を聞いてくださったりあり

がたかったです。 

（４Ａ） 

とても辛かった陣痛中ずっとそ

ばでマッサージや声掛けをしてく

ださりとても本当にありがたかっ

たです。何度も何センチ開いてい

るか見てほしいという私の要望も

聞き入れてくださり、そのおかげ

で激痛の出産をどうにか耐え抜く

ことができました。本当にありが

とうございました。 

（３Ｃ） 

コロナ禍の中スタッフの皆さん

が走り回っている姿を拝見し、そ

のうちお声がけしていただき感謝

しております。また担当医の先生

にも感謝しております。また担当

医の先生にも感謝しております。

ありがとうございました。なるべ

くなら個室を増やしていただける

と良いかなと思いました。 

（７Ｂ） 

心のこもった説明をして頂き、

本当に助かりました。安心して治

療を受けさせていただき、改めて

医療チームの皆様に感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

（３Ｃ） 

入院で不安な私たち患者の気持

ちを考えて、患者の立場になって

やさしく丁寧に笑顔で接してくだ

さいました。年寄りの冗談にも上

手に受け答えしてくれ楽しかった

です。これから富士市の病院とし

て、先輩の方々を中心に若い人達

がますます活躍してくれることを

期待しております。短い期間でし
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たが安心して入院生活を送る事が

出来ました。 

（３Ｃ） 

３Ｃの看護師さん、いつも笑顔

で細心な気を使ってくださり、心

がなごみました。退院しても、頑張

って仕事に励めます。ありがとう

ございました。 

（病棟不明） 

医師、看護師の皆さんの対応に

感謝しています。御世話になりま

した。 

（３Ｃ） 

先生が良し、看護師が良し、接し

方が良い。気持ちが良かったです。 

（３Ｃ） 

自分が脳出血で会話ができなか

ったけど、持ってきたホワイトボ

ードに書いてくれた。桐生先生は

説明することを全てパソコンで記

入してプリントしてくれたからよ

く分かった。 

（３Ｃ） 

私自身が入院した事で皆さんの

大変さが分かりました。本当に感

謝しております。コロナ禍の中大

変だと思いますが、頑張ってくだ

さい。 

（３Ｃ） 

モビプレップが苦手で大変でし

たが、リオナの影響で後処理で浣

腸を二度してもらい対応できまし

た。医師と看護師にしてもらい助

かりました。 

（４Ａ） 

初めての出産で不安も多かった

ですが、どの職員の方もとても明

るくて元気いっぱいで不安が吹き

飛びました。出産もつらかったで

すが、出産中のアドバイスや出産

後のアフターケアもすべて良くて

中央病院で産んで良かったと思い

ました。おっぱいのケアもとても

親身に対応していただいて助かり

ました。感謝の気持ちでいっぱい

です。本当にありがとうございま

した。 

（５Ｂ） 

どの職員もやさしく話してくれ

る。親切、丁寧。 

 

（７Ａ） 

食事が減塩なのに、美味しかっ

た。 

（７Ｂ） 

K医師：小さな質問や的外れな質

問にも丁寧に答えて頂き誠にあり

がとうございました。 

Ｉ医師：初診の時、胃カメラ検査、

胃薬処方のつもりで来院しました

が、全く異なる検査で病気を見つ

けてくださり、ありがとうござい

ます。看護スタッフ：リレーション

が取れていてすばらしい。誰が先

輩、後輩か分からないくらい仲良

く助けあい分担をしているように

感じました。ダブルチェックの徹

底も見事です。 

とうございました。 

Ｉ医師：初診の時、胃カメラ検査、

胃薬処方のつもりで来院しました

が、全く異なる検査で病気を見つ

けてくださり、ありがとうござい

ます。看護スタッフ：リレーション

が取れていてすばらしい。誰が先

輩、後輩か分からないくらい仲良

く助けあい分担をしているように

感じました。ダブルチェックの徹

底も見事です。Ｋさんの優しい瞳

とＳさんの会話が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


