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お礼のお手紙をいただきました。 

（糖尿病・内分泌内科、消化器内科） 

救急外来で対応してくださった先

生のテキパキとした処置、精神的に

安心することができました。感謝で

す。翌日から担当してくださった先

生も素晴らしい方でした。説明もわ

かりやすく内視鏡の操作も上手で、

丁寧によく診てくださいました。 

（小児科、4B） 

担当看護師さんの笑顔が素敵で話

していて楽しかったです。上の子た

ちのことまで気遣ってくださり、あ

りがとうございました。おかげで、

入院している子の世話を短時間でも

充実させることができました。お世

話になりました。また、主治医の先

生や看護師さんの対応が早く、不安

を感じる時間が少なかったので、気

持ち的に楽に過ごせました。本当に

ありがとうございました。 

（小児科） 

先生が状況を詳しく説明してくだ

さったので、安心できました。あり

がとうございました。 

（小児科、4B） 

すぐに対応していただいたので、

安心しました。看護師さんも先生も

優しく丁寧にお話してくれました。

ありがとうございました。 

（4B） 

上の子に会えないし、下の子も寝

てばかりで、少し寂しく思っていた

ので、スタッフの方とのお話にとて

も癒されました。くだらない話にも

付き合ってくださり、ありがとうご

ざいました。 

（4B） 

やっと子どもと一緒の生活が始ま

るので楽しみです。本当にお世話に

なりました。ありがとうございまし

た。 

（4B） 

大変お世話になりました。皆さん

とても優しく対応してくださり、入

院中の不安が和らぎました。おかげ

で元気になり、感謝しています。あ

りがとうございました。 

（4B） 

1 時間おきの点滴チェック、大変だ

ったと思います。ありがとうござい

ました。付き添いが体調を悪くした

時も快く受診させてくださったの

で、助かりました。   

 

（4B） 

子にも親にも手厚くお世話をして

くださり、ありがとうございました。

入院したからこそ得られた気づきも

たくさんありました。無事に入院生

活を送ることができ、感謝の気持ち

でいっぱいです。 

（4B） 

初めは不安ばかりで、点滴をされ

ている赤ちゃんを見て悲しくなりま

した。でも、看護師さんたちが話を

聞いてくれて丁寧に対応してくれた

おかげで、不安もなくなり、安心し

て預けることができました。本当に

ありがとうございました。 

（4B） 

元気に産んであげあられなかった

という後悔もありましたが、元気に

手足を動かし、ミルクを飲んでくれ

る姿を見てくよくよしてもいられな

いと思い、前を向けるようになりま

した。お父さんが熊本に帰る日、面

会時間外にもかかわらず、ミルクや

おむつ交換をさせていただけて本当

に感謝しています。ノートにその日

の様子を書いてくださって嬉しく思

いました。早く一緒に過ごせるよう

になるといいな。 

（4B） 

どの看護師さんも優しく接してく

ださったのでよかったです。ありが

とうございました。 

（5A） 

いつも笑顔で、ちょっとした変化

にも気づいてくれて、私のくだらな

い話にも耳を傾けてくれて、心強か

ったです。本当にありがとうござい

ました。 

（5A） 

看護師の方はとてもさわやかで、

いつも気持ちのいい対応をしてくだ

さいました。ある看護師さんは、特

に親身に色々な患者さんの話に耳を

傾け、丁寧な対応をされていました。

忙しいと思うのですが、皆さん笑顔

で仕事をしていました。 

（耳鼻咽喉科、5A） 

先生や看護師さんの親切で丁寧な

対応に感謝いたします。ありがとう

ございました。 

（5A） 

退院できるのは、看護師の皆さん

のおかげです。優しく接してくださ

り、ありがとうございました。お仕

事大変だと思いますが、がんばって

ください。私も色々がんばります。

お元気で。 

（整形外科、3C） 

ずいぶん長い入院生活でした。そ

の間、自分勝手な私をなだめてくだ

さり、しかってくださり、優しく接

してくださいました。本当にありが

とうございました。 

 

ご意見等について回答いたします。 

患者・家族への対応が非常に悪い

です。こちらは医療費を支払ってい

るのですから、患者・家族の希望を

しっかり聞いて、なるべく希望通り

の治療と対応をしてほしい。家族の

希望を伝えても非常にいやそうな顔

をされ、ナースステーションで悪口

を言っていたので、非常に憤りを感

じています。 

不愉快な思いをさせてしまい、誠

に申し訳ありませんでした。治療方

針は、患者さんの病態や治療の効果、

危険性などを考慮し提案しておりま

す。できる限りご希望に添えるよう

考えておりますが、安全な療養環境

の確保のために患者さんの意に添え

ないこともありますので、ご不明な

点等があれば詳しく説明を受け、納

得されて治療を受けていただきます

ようお願いいたします。業務中の言

葉遣いや態度については、不快な思

いをさせないよう各部署の会議等で

指導してまいりますので、ご理解い

ただきたいと思います。貴重なご意

見をありがとうございました。 

（全体） 

病状説明を希望すると面倒くさそ

うに話しました。家族が心配してい

るにもかかわらず、話を途中で打ち

切り、先に出て行ってしまった。こ

ちらは命を医者に預けてお願いして

いるのです。あの嫌そうな態度は医

者として失格だと思います。 

不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。当院は

地域の基幹病院であるとともに、大

学病院から派遣される若手医師の教

育の場として重要な位置づけとなっ

ております。新任医師には接遇や診

療の心得について日頃から教育して

おりますが、今回は十分に教育が行

き届かず大変ご迷惑をおかけしまし

た。内科責任者から内科に所属する

医師に対し、ご意見を伝え、患者さ

んとご家族への配慮を欠かさぬよう
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指導しました。今後も全職員に対す

る接遇、技術の向上などの教育をさ

らに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。 

（内科） 

市民は中央病院を頼りにしていま

す。看護師、職員の方はいつも優し

く接してくださり、快く思っていま

すが、一部の医師の態度に怯えてし

まい、思うように話せない状況です。

全体のイメージダウンになり、誠に

残念です。 

市民の皆様の期待に応えられるよ

う、当該医師はもちろんスタッフの

接遇、技術の向上などの教育をさら

に徹底してまいります。この度は、

貴重なご意見をいただき、ありがと

うございました。 

（泌尿器科） 

予約時間が遅れることは仕方ない

と思っていますが、横になって休む

ことができません。内科は休める場

所が奥にありますが、入りづらいで

す。 

この度は、対応が行き届かず辛い

思いをさせてしまい、申し訳ありま

せんでした。具合の悪い際は、受付

にお申し出ください。状況に応じ対

応させていただきます。 

（内科外来） 

産婦人科を受診した際、カンファ

レンスルームから看護師の方の大き

な話し声が聞こえました。内容は人

の悪口などで、外の患者さんに全て

筒抜けです。休憩中だと思いますが、

時と場を考えるべきだと思いまし

た。院内の職員の質の差に驚きまし

た。 

この度は、大変不快な思いをさせ

てしまい、誠に申し訳ございません

でした。日頃から外来業務の中で言

葉遣いや態度には気をつけておりま

すが、指導が行き届かなかったと深

く反省しております。今後はこのよ

うなことのないよう指導してまいり

ます。貴重なご意見をありがとうご

ざいました。 

（産婦人科外来） 

お見舞いに来た会社の人に個人情

報をばらされました。病室への案内

に関する名前の公表には同意しまし

たが、個人情報公表に同意したつも

りはありません。スタッフの意識が

低すぎると思います。 

対応の不手際に不快な思いをさせ

てしまい、申し訳ありませんでした。

今後はこのようなことがないよう守

秘義務を果たすよう心がけ、個人情

報の保護に努めてまいります。 

（7A） 

食事は人それぞれ違うのはわかり

ますが、選べるおかずがうらやまし

いです。鶏肉、魚は硬く、味噌汁は

冷め、食事代を上げてもいいから美

味しい物が食べたいですね。 

選択メニューは毎日導入しており

ますが、食種によっては、治療を優

先に考慮し、自由に選択できない場

合がございます。ご承知ください。

また、お食事は保温保冷配膳車を使

用し、各病棟に配膳をしております

が、配膳されてから召し上がるまで

に時間がかかると多少温かさがなく

なる場合も考えられます。今後も温

かいものは温かく、冷たいものは冷

たく配膳するよう努めてまいりま

す。 

（栄養科） 

寝る時に心電図のコードと機械が

体に絡まり、寝にくそうでした。も

っと薄型で軽量なら、体に一緒に貼

れて剥がれないのにな、と思いまし

た。 

ご意見ありがとうございます。こ

の度はご不便な思いをさせてしま

い、申し訳ございません。私たち医

療従事者も体に装着する心電図モニ

ター送信機の小型軽量化を願ってお

り、医療機器メーカーも努力をして

います。当院では、今後、心電図モ

ニターの更新を計画しておりますの

で、現在よりもさらに小型軽量化さ

れた心電図モニターの導入を検討し

てまいります。 

（病院経営課（病棟委員会）） 

意見箱がどこにあるのか、わかり

にくいです。しかも小さい。もっと

わかりやすく、目立つところに置く

べきです。 

投書箱は、各病棟デイルーム付近、

ＩＣＵ家族控室及び地域連携室前に

設置しておりますが、わからない場

合は、スタッフがご案内しますので

お尋ねください。直接、スタッフに

手渡していただいてもかまいませ

ん。いただいたご意見を参考に、入

院案内の配置図に投書箱の位置を明

示する等の改善策を検討してまいり

ます。 

（病院経営課） 

アイスクリームの自動販売機を 1

台くらい入れてください。お願いし

ます。 

アイスクリームは売店で平日は午

前 7 時 30 分から午後 8 時まで、土日

祝日は午前8時30分から午後6時ま

でご購入いただけます。今回ご提案

いただきましたアイスクリームの自

動販売機ですが、入院されている患

者さんの中には、食事制限のある患

者さんもいらっしゃいますので、い

つでも購入できる環境は、患者さん

の療養の妨げになることも考えられ

ます。恐れ入りますが、ご理解いた

だきますようお願いいたします。 

（病院総務課） 

テレビカードが高く、すぐに終わ

る。電気代を支払うようにして、カ

ードはなくすべき。冷蔵庫も残額が

あっても途中で電源を切られて随分

損です。 

テレビカードについては、平成 28

年 1 月より従来と同額のカード料金

で、視聴時間を 1 時間 45 分ほど増や

したカードになっております。ご提

案いただきました冷蔵庫について

も、今後の参考とさせていただきま

すので、ご理解いただきますようお

願いいたします。また、使い切らな

いカードについては、精算機で残額

を返金できますので、ご利用くださ

い。 

（病院総務課） 

ビニール傘を使っているが、病院

で 5 本くらい盗まれた。鍵付の傘立

ての導入を考えてほしい。 

ご不便をおかけし申し訳ございま

せんでした。鍵付きの傘立てを設置

した場合、鍵を紛失されたり持ち帰

ってしまわれたりするなど、様々な

ケースが想定されます。今後、傘立

て買い換えの際の参考とさせていた

だきますので、ご理解いただきます

ようお願いいたします。 

（病院総務課） 

夜、外で 30 分程度電話をして戻ろ

うとしたところ、警備員にいきなり

怒られました。規則も大事ですが、

暑くて眠れない、1 階に居ることも

だめ、外に涼みに行くことすら許さ

れない。患者は犯罪者ではありませ

ん。警備員には、もう少し言葉遣い、

言動に配慮していただきたい。 

不愉快な思いをさせてしまい、申

し訳ございませんでした。警備員に
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は、事実を確認し、厳しく指導いた

しました。今後、このようなことが

ないよう十分注意してまいりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

（病院総務課） 

挨拶、受け答えなど、全体的に無

愛想です。 

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。病院で働

く一員として、病気やけがで来院さ

れる患者さんに、少しでも元気を与

えられるような思いやりのある接遇

を目指し、日頃から接遇研修会など

を実施しているところではあります

が、今回このようなご指摘を受けま

したことを真摯に受け止め、受付ス

タッフ全員が接遇意識を高めていけ

るよう努力してまいります。 

（医事課） 

 


