「ご意見・投書へのお返事」
今回は皆さんより 6 月に寄せられました「私の提案について」お返事いたします。
お礼のお手紙をいただきました。
（3Ｂ）
多種多様な患者さんに対して分け
隔てなく、博愛の精神で優しく看護
してくださる看護師の皆様には感動
すら覚えました。初めての入院でし
たが安心、安全に過ごせました。
（3Ｂ）
先生、看護師さん達のおかげで元
気に過ごしてます。先生方が熱心に
医療に携わっていらっしゃるので患
者さんの健康増進が進んでいると思
います。これから暑くなりますが頑
張ってください。
（3Ｂ）
スタッフ全員面倒見がとても良か
ったです。
（3Ｂ、泌尿器科）
看護師さんは非常に親切で対応も
素早く、とても嬉しかったです。先
生も親切で丁寧に診察および検査を
して頂き、このような立派な先生と
巡り合えたことに主人と二人で安心
しました。
（3Ｂ、泌尿器科、手術室）
先生は親切に丁寧に診ていただき
ありがとうございました。看護師の
皆さんは毎日笑顔で親切にしていた
だき、とても嬉しかったです。妻と
共に感謝の気持ちでいっぱいです。
また手術に立ち会って下さった先
生、看護師さんも、お陰様で無事退
院させていただくことができ、本当
にありがとうございます。
（3Ｃ、リハビリテーション科）
先生を始め、看護師さん達の笑顔
がよかったです。感謝、感謝の毎日
でした。リハビリの先生にも感謝し
ています。おかげで今後のリハビリ
でも頑張れる気がします。本当にあ
りがとうございました。
（4Ｂ）
入院生活は丌安で一杯でしたが、
看護師さん達に細かい所まで配慮し
ていただいたおかげで安心できまし
た。短い時間でしたが、本当に感謝
しています。ありがとうございまし
た。
（4Ｂ）
大事なことはとても丁寧に説明し
てくださったので、わかりやすく丌
安もありませんでした。わからない
ことは何度も聞いてしまいました
が、優しく対応してくれました。

（4Ｂ）
医師、看護師、スタッフの方々が
とても親切にしてくださるので、丌
安だらけの入院生活もなんとか乗り
切ることができています。いろいろ
と配慮していただいて本当に感謝し
ています。
（4Ｂ）
初めての入院で丌安でしたが、皆
さんが子供の様子などを優しく説明
して下さったので心強かったです。
（4Ｂ）
先生や看護師さん達がしっかり説
明してくださり、赤ちゃんを信頼し
て預けることができてよかったで
す。
（4Ｂ）
赤ちゃんを先生や看護師さん達皆
さんが優しく診てくださったので、
感謝の気持ちでいっぱいです。あり
がとうございました。
（4Ｂ）
最初はとても丌安でしたが、看護
師さん達や先生たち、全ての方が親
切に優しく接して下さり、入院生活
を平常に過ごせました。
（4Ｂ）
とても気持ちよく接して下さる方
ばかりで、お願いしづらいという事
もなく退院の日を迎えることができ
ました。感じの悪い方はいませんで
した。ありがとうございました。
（5Ａ、病院総務課）
建物の年数は経過しているが、建
物が明るく、看護師さんを始めスタ
ッフ皆さんが明るかったです。元気
な挨拶あり、ニコニコしながら働い
てくれたので嬉しい気持ちになりま
した。
（5Ａ、産婦人科）
先生は初診時よりいつも丁寧に優し
い口調で説明して下さり、言葉や笑
顔に心を癒されました。看護師さん
も、何度もナースコールを鳴らして
しまったにもかかわらず、優しく声
をかけてくだって素晴らしいと思い
ました。笑顔も対応も素敵な看護師
さんばかりでした。皆さんありがと
うございました。
（5Ａ、口腔外科外来）
看護師さんは皆優しく親切だった。
（6Ａ）
看護師の皆様、大変お世話になりま
した。温かい声掛けが支えになりま
した。ありがとうございました。

（6Ａ）
看護師さんが薬の名前を言って渡し
てくれました。
（6Ａ）
医師、看護師さん皆様が親身になっ
て治療して下さる様子に、ただただ
感謝しています。心より感謝申し上
げます。
（6Ａ）
入院中の私たちに明るく接していた
だき、明日への希望が倍増する気分
です。
（外科、内科、手術室）
説明が丁寧で本当に信頼がおけまし
た。夜遅くまで手術もしてくださり
感謝でした。医師も看護師さんもと
ても良くしてくださってありがたか
ったです。
（内科）
先生には大変お世話になりました。
私も元気に一日一日を大切に過ごし
ています。
（泌尿器科）
1 か月に 1 度、泌尿器科へ通院して
ますが、先生や看護師さん達が優し
く分かり易く説明してくださり、安
心して通院できています。職員の皆
様に感謝しています。
（栄養科）
とても詳しくわかりやすく説明して
くれました。
※この他多数のお礼の手紙をいただ
きました。
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「ご意見・投書へのお返事」
今回は皆さんより 6 月に寄せられました「私の提案について」お返事いたします。
抜歯の際に、診察台に寝かされモ
ニターとエプロンまでつけ、いざ始
める時に間違いに気づかれた。それ
も女性の患者と間違えており、リス
トバンドが何の役にも立ってませ
ん。また、後日栄養指導すると聞い
ていたが、当日の 15 分前になってこ
れから栄養指導すると言われた。情
報が皆に伝わっていない。
この度は丌快な思いをさせてしま
い、誠に申し訳ございませんでした。
今後は二度とこのようなことが起
きないよう、
「看護師の間で患者さん
の電話連絡をする際は、必ずメモを
とる。はっきりしないことは必ず確
認する。診察前に処置で呼ばれた患
者さんかの確認をするために、本人
に名乗ってもらい、リストバンドで
確認をする。
」これらのことを周知徹
底していきます。
また、栄養指導を当日の 15 分前に
患者さんにお伝えしてしまった件に
つきましては、「用紙を前日に配布
し、説明することを徹底する。緊急
に組まれた場合は、当日の受け持ち
看護師が説明する。
」これらのことを
同じく周知徹底してまいります。貴
重なご意見をありがとうございまし
た。
（歯科口腔外科、看護部）
他の患者さんが洗面台で足を洗っ
ていた。禁止の表示を貼ってもらい
たい。
ご指摘のあった洗面台の横に「こ
の洗面台は手洗い専用です。」の張り
紙を直ちに貼らせていただきまし
た。貴重なご意見をありがとうござ
いました。
（看護部）
部屋にある冷蔵庨ですが、1 回あ
たりの使用時間を 24 時間から、12
時間、又は 6 時間、3 時間と短くで
きないでしょうか？
使用時間につきましては、冷蔵庨
が適切な温度になるまでにある程度
時間を要すること、またタイマーが
切れ、食材が痛むをことを防ぐよう
24 時間とさせていただいております
ので、現状にてご理解ください。
（病院総務課）

旧式の冷暖房器具を利用する当院
において、今の機器で冷風を利用す
るとすれば、吹き出し口の風を部屋
全体に流れるように、通用路を簡単
に作る天井から部屋の底部に流し
て、室内温度の平均化と流動化を考
えたらどうだろうか。
ご意見ありがとうございます。参
考とさせていただきます。
（病院総務課）
照明が暗いと思いませんか？高齢
者や患ってる人などには暗すぎる。
スポットか部分照明が必要と思いま
す。ＦＡＸも見づらくスピーディー
でないです。
ご意見ありがとうございます。使
いやすいＦＡＸ台とするよう検討し
てまいります。また、ＦＡＸは設置
業者にご意見を伝え、視認性の高い
機器への変更を要望いたしました。
（病院総務課）
簡易なベンチで良いので屋上にベ
ンチをおいていただきたいです。一
休みや、天気の良い日に座ることが
できません。
貴重なご意見をありがとうござい
ます。必要性を把握し対応して参り
ます。
（病院総務課）
掃除の際に勝手にカーテンの中に
入ってくる清掃員の方がいたので、
一言「失礼します。
」と言って欲しか
ったです。
丌快な思いをさせて申し訳ありま
せんでした。清掃員には、清掃に入
る際患者さんに声をかけるよう再指
導いたしました。
（病院総務課）
病室から駐車場を見ていると、ま
だ 5 台くらい空いているのに、朝は
車を入れないで一般道の方まで渋滞
になってます。わざと空けていると
いうより空いてることに気づいてな
いように見えます。
駐車場の案内係が駐車場全体を見
渡せるよう植栽の剪定を致しまし
た。また、身体の丌自由な方や妊婦
さんのために空けている場合もござ
いますのでご理解ください。
（病院総務課）
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冷蔵庨、テレビカードが少し高い
ので、もう少し安くなりませんか？
冷蔵庨・テレビカードにつきまし
ては、現在の業者と何度も交渉を重
ねて決定されたものですので、現状
にてご理解ください。
（病院総務課）
他病院に行った際、受付の対応が
丁寧、かつカウンターの外側に立ち、
患者さんが何を探しているのかを察
し、見ていて安心感がありました。
他病院の良い所は参考にして、トー
タルで医療に対応してください。
受付窓口の対応について、ご意見
ありがとうございました。今回のご
指摘を受け、実際に受診なさる患者
さんの視点に立った接遇を心掛けま
す。また、他院の状況等も参考にし、
診療のみならず、患者さんにより良
い環境を提供できるよう改善を図っ
てまいります。
（医事課）
職員が患者やお見舞いの方のエレ
ベーターを使うのは良くないので
は？
当院のエレベーターは、患者さん
等と職員の共用となっております。
使用時のマナーをはじめとした患者
さんやご家族に対する接遇の向上を
図ってまいりますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。
（患者サービス向上委員会）
銀行の窓口の方が笑顔丌足で、自
動払い機切り替え時もタイミングが
悪かった。
窓口の担当職員には、表情、応対
等に充分気を配るよう指導いたしま
した。また、自動払い機につきまし
ては、ご利用の少なくなった午後の
時間帯に、集計等の作業をしており
ます。ご利用いただけない時間が発
生いたしますが、ご容赦いただきま
すようお願いいたします。
（病院経営課）
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