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ご意見等について回答いたします。 

受付機への職員配置は必要ないと

思います。特に混んでいる朝は患者

自身で行った方が早く進みます。 

配置されている職員は、基本スケ

ジュール表、患者さんの状況、検査

内容を確認し、受付機では対応でき

ない特殊検査を行う方や採尿容器を

使用される方に対するご案内等をし

ております。車いすの方の安全な誘

導、検査予約状況等の把握、造影検

査の有無や診療科からの連絡事項の

見落とし防止のためにも必要な人員

と考えております。毎日約 300 名い

らっしゃる採血患者さんの中には、

受付でのお手伝いやご案内が必要な

場合もありますので、ご理解いただ

きますようお願いいたします。 

（臨床検査科） 

入院して、シーツ交換を一度もし

ていただけませんでしたが、言った

方がよかったのでしょうか。 

不快な思いをさせてしまい、申し

訳ありませんでした。シーツ交換は

定期的に行っております。今後、こ

のような事がないように指導を徹底

してまいります。お気付きの点は、

ご遠慮なくお申し出ください。貴重

なご意見をありがとうございまし

た。 

（看護部） 

中央病院には、アンケート用紙は

ないのでしょうか。 

毎年１回、患者さんアンケートを

実施しており、職員がアンケート用

紙を手渡し、記入をお願いしており

ます。その他には、随時、ご意見を

いただくため、各病棟デイルーム付

近、ＩＣＵ家族控室及び地域連携室

前に投書箱を設置しております。投

書用紙は、冊子「入院のご案内」中

にあり、また、投書箱付近に用意し

ている箇所もありますが、様式は問

いません。お持ちのメモ用紙等でも

投書していただくことができますの

で、ぜひ、ご活用ください。 

（病院経営課） 

ある男性が「清掃中ですが、トイ

レに入っても大丈夫ですか。」と、清

掃している職員に聞いたところ、職

員は「清掃中なんですけど。」と、と

ても迷惑そうな言い方をしました。

私が職員に「その言い方はないんじ

ゃないですか。」と言うと、職員は「そ

んな言い方はしていない！！」と言

い、とても不快な思いをしました。 

この度は、不愉快な思いをさせて

しまい、大変申し訳ございませんで

した。今後、このような事がないよ

う、十分注意してまいります。 

（病院総務課） 

治癒力を高めるために光は欠かせ

ないものと考えていますが、病室の

造りは、これと大きくかけ離れてい

たように思います。それぞれのベッ

ドが同じ採光条件となるような部屋

を造ることができないのでしょう

か。 

貴重なご意見をありがとうござい

ます。全てのベッドを同じ採光条件

とすることは難しい状況ですが、建

替え等の際に参考とさせていただき

ます。 

（病院総務課） 

お風呂が薄暗く、怖かったみたい

です。もう少し、子ども、乳幼児用

に改善してほしい。 

ご不便をおかけし、申し訳ござい

ませんでした。今後、照明を明るく

する等、対応してまいります。 

（病院総務課） 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（呼吸器内科、循環器内科、病院全

体） 

全体的に優しく、安心して検査が

受けられました。 

（4A） 

心から感謝しています。不安なこ

とがあった時、破水した時、時間外

対応の方に連絡した時も、とても親

切にしていただきました。こちらの

病院で出産できて本当によかったで

す。 

（4A） 

とても親切でした。切迫早産で入

院していたことがあり、ほとんどの

スタッフさんのことも知っていたの

で、今回も安心して入院できました。 

（4A） 

看護師さん、最高です！！ 

（4A） 

母子共に無事に出産を終えること

ができ、携わっていただいた病院の

方々に感謝しています。助産師の方

には常に的確なアドバイスをいただ

き、本当に助かりました。 

（小児科、4B） 

先生も看護師さんもとても優しく

て接しやすく、子どもによく話しか

けてくれる姿なども見ていたので、

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。お

世話になりました。 

（小児科、4B） 

緊急帝王切開、NICU 入院でしたが、

対応がとても早く、おかげ様で無事

に退院することができました。担当

してくださった先生を始め、助産師、

看護師の皆様が親切丁寧に対応して

くださったため、心強かったです。

心から感謝しております。 

（小児科、4B） 

付き添いの自分が体調を崩した時

も、皆さんが親身になって心配して

くださり、とてもありがたく感じま

した。先生の説明がわかりやすく、

安心することができました。また、

息子に会う度に名前を呼んで声をか

けてくださった看護師の皆さんか

ら、たくさんの笑顔と癒しをいただ

いていました。本当にありがとうご

ざいました。 

（小児科、4B） 

保育器に入っていた頃、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） 

産まれてすぐに赤ちゃんが入院す

ることになり、心配でしたが、とて

も丁寧によく診ていただいているこ

とがわかったので、すぐに安心でき

ました。ありがとうございました。 

（4B） 

ノートでその日の体重や様子など

を教えてくださり、子どもの状態の

説明などもわかりやすく、不安や疑

問に対応していただけました。あり

がとうございました。 

（4B） 

看護師さんに親身に対応していた

だき、落ち着くことができました。

交換ノートも丁寧に書いてくれたの

で、非常に安心できました。 

（4B） 

赤ちゃんの状態を毎回、丁寧に説

明していただけたので、安心できま

した。オムツの替え方や授乳の仕方

などについても、わかりやすく教え

ていただき、また、退院までの間に

実際に沐浴もさせていただきまし

た。ありがとうございました。赤ち

ゃんと触れ合えて嬉しかったです

し、何もわからないまま突然家で育
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児をすることにならなかったこと

に、ほっとしました。いつも笑顔で

接してくださる皆様から、元気をも

らっていました。本当にお世話にな

りました。ありがおうとざいました。 

（4B） 

おかげ様で元気になりました。あ

りがとうございました。 

（4B） 

突然の入院、限られた面会時間で、

不安でしたが、ノートに書かれた子

どもの様子と看護師さんたちの丁寧

な指導や対応に安堵しました。これ

からも、よろしくお願いします。 

（4B） 

娘の手術は夕方からで、親として

は夜間が心配でした。「何かあったら

看護師さんに言うんだよ。」と娘に言

って帰宅しましたが、やはり痛みと

トイレで起き、眠れず、ナースコー

ルをしたそうです。看護師さんは痛

がる娘の背中をさすってくれたそう

です。娘が遠慮して「一人で寝れそ

うです。」と言いましたが「眠るまで

いいよ。」とずっとさすってくださ

り、その後、眠ることができたよう

です。お忙しい中、優しく付き添っ

てくださったと聞き、とてもありが

たく嬉しく思いました。おかげ様で

順調に回復しています。ありがとう

ございました。 

（4B） 

皆様、いろいろと親切にしてくだ

さり、ありがとうございました。 

（4B） 

とてもよくしていただいて、この

病院に入院してよかったです。皆様、

お体に気をつけてこれからも頑張っ

てください。ありがとうございまし

た。 

（4B） 

親切に対応していただき、とても

よかったです。 

（4B） 

親切にしていただき、安心して入

院生活を送ることができました。あ

りがとうございました。 

（5B、7B） 

とても痛くて苦しくて辛くてどう

しようもない時、看護師さんは優し

く親切で、たくさん声をかけてくれ

ました。その優しさで本当に救われ

ました。辛い入院生活も笑顔になれ

ました。ありがとうございました。 

 

（循環器内科） 

カテーテル中もよく声をかけてく

ださり、時々聞こえる明るい声に、

緊張している私はほっとしました。 

（循環器内科、7A） 

初めての入院でしたが、皆さん親

切にしてくださり、不安をなくすこ

とができました。先生には細かく説

明していただきました。ありがとう

ございました。これからもよろしく

お願いします。 

（循環器内科、7A） 

カテーテル手術の順番が、緊急患

者が何人かいたために遅くなり、深

夜に及びました。職員の方は、なぜ

遅れているか、何時ごろにできそう

か等をお詫びとともに説明してくれ

ました。待つ者にとっては、ありが

たいです。 

（循環器内科、7A） 

御無理を言ってしまいましたが、

期日より早く治療していただきまし

た。また、先生から温かいお言葉を

いただき、安心して治療を受けるこ

とができました。ありがとうござい

ました。 

（循環器内科、7A、薬剤科、栄養科） 

先生、看護師、薬剤師の皆さん、

親切にしてくれてありがとう。病院

食もおいしかったです。 

（循環器内科、7A） 

入院していると、気が滅入りがち

ですが、気楽に声をかけてくれるの

で、元気が出て勇気が湧きます。先

生の説明もわかりやすい。短い期間

でしたが、ありがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

病気の詳しい説明、皆様の優しさ

で気持ちよく入院でき治療できまし

た。ありがとうございました。 

（循環器内科、7A） 

看護師さんがみんな親切で優しく

て、とても感謝しています。手術中、

先生がずっと声をかけてくれて感謝

しています。 

（循環器内科、7A） 

治療内容や経過の説明がわかりや

すかったです。24 時間 3 時間ごとの

点滴の際、よく気を遣ってくれまし

た。 

（7A） 

看護師の誰もが親身になって会話

してくれる。 

（7A） 

調子が悪くなった時、すぐに来て

くれてよかったです。皆さん親切に

してくれました。お世話になりまし

た。また、よろしくお願いします。 

（7A） 

とても親切にしてくださって、あ

りがとうございました。皆さん明る

くて、とても好感が持てました。 

（7A） 

夜間、患者さんが急に家に帰ると

言い出し、看護師さんも困り果てた

ようですが、約 1 時間に渡って皆さ

んで冷静に親切に素晴らしい対応を

していました。若いのに、本当に素

晴らしいと感心するばかりでした。

立派だったよ！！ 

（7A） 

皆さん親切で、高齢者には心が休

まります。 

（3C） 

頭の洗い方、細かな気配りがよか

ったです。 

（3C） 

職員皆さんのお名前を覚えられま

せんでしたが、きつい、汚い、大変

なお仕事をしている中、いつも笑顔

で働いていて、ただただ脱帽です。

ありがとうございました。 

 


