ご意見・投書へのお返事
4 月に皆さんから寄せられました「私の提案」等について、お返事いたします。
お礼のお手紙をいただきました。
（3C）
30 年ぶりに入院した中央病院
ですが、当時と比べてスタッフの
皆さんの態度が変わって、親切で
気さくで柔らかくなっていて驚き
ました。信頼感が増し、嬉しく思
いました。特に昔はいなかった男
性看護師さんが頼もしく思えまし
た。患者の抱き起こし、移動の世
話も力強くきびきび動き、安心感
がありました。お世話になりまし
た。もちろん、細やかな気遣いの
ある女性看護師さんも当然必要で
すが、男性看護師の存在も今後さ
らに必要になると思います。
（3C）
高齢の父が入院しました。父が
説明を理解していないことなどを
家族に連絡してくださり、説明も
丁寧でわかりやすく、助かりまし
た。おかげで、退院できました。
退院後のことも連絡してくださ
り、家族で確認しました。ありが
とうございました。
（4B）
年末に下の娘が入院した時、シ
ャワー室に脱衣カゴがなく、あっ
たらいいのになぁとこの用紙に書
かせていただきました。今日、ま
た上の娘がお世話になったとこ
ろ、脱衣カゴがあり、シャワー時
間がスムーズになりました。あり
がとうございます。また、下の娘
が授乳の度に病院に来たのです
が、開いている部屋を毎回快く貸
してくださり本当に助かりまし
た。ありがとうございました。
（4B）
皆さん赤ちゃんにとても優しく
声をかけてくださっていて、心が
和みました。
（4B）
すべてお任せでき、とても安心
しました。私自身の術後ケアにも
なり、助かりました。どの看護師
さんも担当の先生も優しく、不安
になることはありませんでした。
予定より早く NICU から出られて本
当によかったです。ありがとうご
ざいました。NICU ですがとても和

やかで、精神的にも救われました。
（4B）
1 歳 3 ヶ月の娘が 1 週間入院し
ました。一人目の子で初めての入
院だったため、主人も私も不安だ
らけでしたが、いつも主治医の先
生方、看護師の皆様が優しく丁寧
に説明してくださったり、毎日お
部屋をきれいにお掃除してくださ
ったり、とても快適な入院生活を
過ごすことができました。ありが
とうございました。
（4B）
不安でいっぱいの私に笑顔で対
応してくださり、色々お話をして
いただいただけでも随分心が安定
しました。お忙しい中でもオムツ
交換やミルクや母乳をあげること
を教えていただけて、初めての育
児の不安もだいぶ解消されまし
た。キティちゃんのメモを読むの
も楽しいし、安心に繋がりました。
本当に感謝しています。
（4B）
本当に感謝の言葉しかありませ
ん。1 ヶ月近く、本当にありがと
うございました。
（4B）
みなさんとても親切で子どもに
も優しく声をかけてくださり、安
心して入院生活を過ごすことがで
きました。心より感謝しています。
実習中の学生さんの頑張っている
姿も見ることができてよかったで
す。
（4B、NICU）
はじめは不安なことばかりで夜
もなかなか眠れなかったのです
が、色々サポートしてくださり、
優しい言葉、しっかりとした説明
で不安もなくなりました。ありが
とうございます。
（5A）
看護師の皆さん、2 度に渡りお
世話になりました。皆さんの優し
さがとても嬉しく、本当に天使の
ように感じました。素敵なお仕事
と思う反面、本当に大変なお仕事
だなと思います。私が言うのも何
ですが、お身体、大事にしてくだ
さい。本当にお世話になりました。
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（外科、5B）
病名を聞いたときは、不安で声
も出ないくらいでしたが、先生が
優しくお話、説明してくださり、
この先生なら大丈夫だと思うよう
になりました。本当に親身になっ
て考えてくださいました。名医だ
と聞いておりましたが、人格も素
晴らしく、このように患者に寄り
添ってくださる先生はいないと思
います。このような先生が増える
といいなと思います。看護師さん
は優しくて気の付く方ばかりでし
た。前に姉が入院した時とは全然
違うと感心しました。ちょっとし
た言葉が大変嬉しかったです。大
変お世話になりました。皆様、あ
りがとうございました。
（7A）
何度も入院していますが、看護
師さんに励まされ元気になりまし
た。
（消化器内科、7B）
長い間、大変お世話になりまし
た。先生をはじめとするスタッフ
の皆様、心より御礼申しあげます。
主人も心置きなく、旅立ちました。
大勢の皆様に送られ、旅立ちまし
た。ただ、私達家族は祈るのみで
ございます。本当にありがとうご
ざいました。
（7B）
患者や家族に心のケアをはじ
め、色々としてくださり、安心し
て入院生活を送れます。看護師の
皆さんに本当に感謝しています。
ありがとうございます。看護師の
どの方にも病気の相談や治療につ
いて聞くことができることが嬉し
く思います。他の病院に比べ、レ
ベルが高いというか、すべてにお
いてよかったです。本当にありが
とうございます。
（7B）
皆様には大変お世話になりまし
た。大勢の者が待合室を占拠し、
他の患者様やご家族、看護師の皆
様に大変ご迷惑をおかけしたこと
をお詫びいたします。私達は母と
の別れの時間を十分にいただけた
と感謝しています。最期は 13 人が
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ご意見・投書へのお返事
4 月に皆さんから寄せられました「私の提案」等について、お返事いたします。
手を取り、足をさすり、声をかけ
て見送ることができ、悲しいです
がとても幸せでした。ご配慮に感
謝しています。深夜でお世話にな
った皆様にお礼も言えず申し訳あ
りません。入院中の手厚い治療、
看護に感謝いたします。改めて皆
様のお仕事の大変さに気付きまし
た。お体を大切にしてください。
本当にありがとうございました。
（7B）
今まで、他の病院の医師や看護
師や治療が信頼できず、家族も本
人も不安でしたが、7B 病棟に来
て、安心し信頼できるようになり
ました。家族に対しても本当に素
晴らしく、家族の不安を理解して
くれ、担当の医師が変わっても、
不安なく入院生活が送れました。
7B の看護師の皆様に感謝してい
ます。入院中、大変お世話になり
ました。ありがとうございます。
（医事課）
入院中、きめ細かく心温かい看
護、徹底した医療体制に安心して
治療を受けることができました。
また、大変多忙でしょうに精神的
にも大勢の面会にも配慮していた
だき、感謝しています。毎日、ど
んどん元気になりました。ありが
とうございました。
（地域連携室）
地域連携室の職員の方、大変お
世話になり、ありがとうございま
した。先日、B 型肝炎ウイルス検
査に行った時、受付を済ませてく
ださり、また、結果待ちの時も予
定より少し時間が過ぎた頃、わざ
わざ私にあと 20 分くらいかかり
そうだからと伝えに来てくれ、予
約からの応対もとても親切で不安
が消え去り、気分よく帰ってきま
した。
（看護部）
看護師の 2 名の方は去年より一
層の好印象でした。落ち込んでの
入院でしたので、力づけてもらい
ました。本当にありがとう！
※この他多数のお礼の手紙をいた
だきました。
ご意見等について回答いたしま

す。
義父の入院時「なぜこんな風に
なるまで放っておいたのか。しっ
かり見ていなさい。」と言われ、奥
さんがいるので手出しできないと
言ったら「高齢の奥さんでしょう。
全部任せていいものか。
」と暗に嫁
の私が悪いように言われた。入院
したくなくて黙っている義父なの
に、どうやって具合が悪いのがわ
かるのか。
「もっと早く連れて来な
さい。」と言われ、すごく腹が立っ
た。もっと口の利き方に気をつけ
てほしい。
不快な思いをさせてしまい、申
し訳ございませんでした。医師と
して、患者さんの病状を心配して
の発言と思われますが、家族関係
に十分配慮するよう指導いたしま
した。
（診療部）
患者さんの名前を呼び捨てにす
るので、聞いていて不愉快。個人
情報の問題なのでは。無駄口も不
愉快。看護師の質が問われるので
は。
この度は、病棟スタッフの不適
切な言動により、不快な思いをさ
せてしまい、申し訳ありませんで
した。今後は、このような事がな
いよう患者さんの立場に立った対
応を心がけるよう指導いたしまし
た。
（看護部）
集団で革靴で音を立てて歩いて
いて、うるさい。運動靴に変える
べきだと思います。
不快な思いをさせてしまい、申
し訳ありませんでした。移動時は
音が鳴らないよう配慮いたしま
す。
（看護部）
６階トイレの個室の床をもう少
しきれいにしてください。
病棟トイレについては、順次改
修を行っており、床も貼替を行い
ます。
（病院総務課）
清掃の人が病室を掃除してくだ
さるのはいいのですが、何かぶつ
ぶつ話しながら掃除しています。
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少し不気味に思います。廊下でも
一人で何か話しているのを聞きま
すが、大丈夫なのでしょうか。少
し不安です。
不快な思いをさせてしまい、申
し訳ありませんでした。清掃委託
業者には勤務態度等について指導
いたしました。
（病院総務課）
清掃員の方の院内での患者への
態度が悪く、最悪です。注意して
ください。
不快な思いをさせてしまい、申
し訳ありませんでした。清掃委託
業者には勤務態度等について指導
いたしました。
（病院総務課）
昼間は気にならないが、朝方（4
時～5 時 30 分頃まで）は、朝食等
を作っているのだと思うが、ウォ
ーターハンマーのようなドンド
ン、ゴンゴンという音が毎日聞こ
える。湯・水の配管の中にエアー
が入っている、又は、水圧の変化
ではないか。ショッカー等で対応
できないか。
就寝時間内での騒音についてご
迷惑をおかけしました。原因につ
いては、蒸気配管と判明しました
ので、送気の手順を見直し、音の
抑制を図りました。
（病院総務課）
病室の上の換気口がカビ、ホコ
リで真っ黒で心配になり、夜はマ
スクをして休みました。
不快な思いをさせてしまい、申
し訳ありませんでした。空調や換
気口の清掃は、３ヵ月ごと実施し
ておりますが、汚染が顕著な場合
は随時対応いたしますので、お声
掛けください。
（病院総務課）
清掃の方々は、去年より悪い印
象です。服装、動作ともに。設備
では、トイレ入口の段差改善とナ
ースセンター前のトイレの増設を
ぜひお願いします。
不快な思いをさせてしまい、申
し訳ありませんでした。清掃委託
業者には作業中の服装、勤務態度
等について指導いたしました。
平成 27 年４月分

ご意見・投書へのお返事
4 月に皆さんから寄せられました「私の提案」等について、お返事いたします。
トイレは、昨年度より順次改修
を行っておりますが、個室内につ
いては構造上改修できない箇所が
あります。また、車椅子トイレの
増設については、スペースの問題
があり、難しいのが現状です。
（病院総務課）
最後の診察の時に１階で入院準
備の説明を受けました。手術は４
ヶ月前から決まっていました。説
明を受けた時は主人が出張ばかり
で「限度額認定証」の申請が遅れ、
間に合いませんでした。一月くら
い前に教えていただいていたら、
ありがたかったです。
限度額適用認定証についての説
明が遅くなり、ご迷惑をおかけし
て申し訳ありませんでした。現在、
予約入院の手続きについての説明
は、入院される日の直前の外来診
療の日に行っております。ただし、
窓口でのお問い合わせ等について
は、その都度、対応させていただ
いておりますので、お気軽にお声
掛けくださいますようお願いいた
します。
（医事課）
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