投書・ご意見について
10 月に寄せられました投書・ご意見（
「私の提案」等）について、報告いたします。
ご意見等について回答いたします。
中央放射線科付近の廊下で、二人
の医師が横並びで私語をかわしなが
ら周りを見ずに通り過ぎ、杖歩行の
私はバランスを崩して転倒しそうに
なりました。周りをよく見て動いて
ください。
危険な思いをさせてしまい、誠に
申し訳ございませんでした。医局会
を通じ全医師に対して、周囲の状況
に注意を払って行動するよう指導い
たします。貴重なご意見をありがと
うございました。
（診療部）
卵スープがしょっぱ過ぎて飲めま
せんでした。中華和えは甘過ぎまし
た。
不快な思いをさせてしまい申し訳
ありませんでした。現在、病院食は
献立どおりに作られ、毎食必ず“検
食”を行っておりますが、入院患者
さんに喜んで召し上がっていただけ
るよう、今後も献立や味付け等につ
いて検討し、食事を提供してまいり
ます。
（栄養科）
1 歳の子どものごはんにしては、
おかずが硬かったり形が大き過ぎた
りして、食べにくいものが多かった
です。歯が全て生えていたら食べら
れたかもしれませんが、前歯だけな
ので、食べにくく、残すことが多々
ありました。
離乳食・幼児食は、月齢や年齢に
よって、形態・味付け・分量を段階
的に設定していますが、幼児の食事
の進み方は個人差があります。食種
の調整をいたしますので、遠慮なく
スタッフにご相談ください。
（栄養科）
内視鏡室で検査をする医師や看護
師ならわかりますが、受付で手袋を
しているのは、患者に対して失礼で
はないですか？問診表やファイルの
受け渡しの際、ずっと手袋をしてい
ました。何か作業をする時は必要で
も、受付に座る時ははずすべきです。
患者を汚いものとして扱うような態
度に感じました。
不快な思いをさせてしまい、申し
訳ありませんでした。受付業務時に
手袋を着用しないよう指導いたしま
した。貴重なご意見をありがとうご
ざいました。
（看護部）

配達のお弁当にサラダまたは野菜
ジュースやトマトジュースがあると
嬉しい。
お弁当を注文する際に、サラダ・
野菜ジュースをお申し付けいただけ
れば、お弁当とともに配達させてい
ただきます。どうぞご利用ください。
（病院総務課）
障害者用トイレが狭い。手すりの
位置をもっと前の方にしてほしい。
ご不便をおかけし、申し訳ござい
ませんでした。施設改修の際には、
より使いやすい設備となるよう検討
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。
（病院総務課）
7 階から売店に行くのは大変なの
で、各階に飲み物の自動販売機を設
置していただければと思います。
施設改修の際に検討させていただ
きます。貴重なご意見をありがとう
ございました。
（病院総務課）
急に寒くなり、空調が暖房になら
なくて、少し困りました。
ご不便をおかけし、申し訳ござい
ませんでした。施設改修の際には、
空調の調整が簡単にできるような設
備への改修を検討してまいります。
貴重なご意見をありがとうございま
した。
（病院総務課）
病室に入った時、髪の毛が 4,5 本
落ちていた。ベッドやテレビ台の奥
などにほこりが溜まっている。時々
は掃除機をかけているのでしょう
か。毎日、一生懸命床清掃をしてく
れているが、きれいになっていない。
患者の見える所でこれだけ汚いと、
見えない所がどうなっているのか不
安。改修工事や移転はいつ頃の予定
でしょうか。
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。清掃担当
に行き届いた清掃を行うよう指導い
たしました。新病院建設検討委員会
を立ち上げ、検討を進めております
が、具体的な建設時期は未定です。
貴重なご意見をありがとうございま
した。
（病院総務課）
冷蔵庫がすごく臭くて使えなかっ
たので、勝手に洗って使いました。
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。冷蔵庫の
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臭いをなくすよう清掃してまいりま
す。貴重なご意見をありがとうござ
いました。
（病院総務課）
お礼のお手紙をいただきました。
（放射線科、心臓血管外科）
励ましてくださり、ありがとうご
ざいました。術後の様子を老人にわ
かりやすく説明してくださいまし
た。手術後の先生の笑顔が何よりも
嬉しかったです。大変安心できまし
た。励ましと笑顔に感謝です。今後
も見守ってくださいませ。
（脳神経外科、脳神経外科外来、患
者サービス向上委員会）
先生もスタッフの皆様も、とても
親切でよくしてくださいます。色々
と細かく検査をしてくださり、説明
も大変丁寧で心から感謝しておりま
す。初めて富士市立中央病院にお世
話になりましたが、本当にありがた
く思っております。また、院内ギャ
ラリーのアート作品が大変素晴らし
く感動しました。色々とありがとう
ございました。
（外科外来）
母が傘を忘れたことに気付き、院
内を探していたところ、外科外来の
看護師さんが声をかけてくれまし
た。そして、母を椅子に座らせ、探
しに行き、丁寧に母の元まで届けて
くださったと聞きました。家族が付
き添えない中、老齢の母を一人で受
診させるのは心配ですが、優しいお
心遣いをいただき、安心して通院さ
せられます。こうした温かい対応を
されていることが、安全な医療にも
繋がっていると思います。
（栄養科）
ケガ、手術、術後の痛みで体が疲
れきった状態で食事をいただきまし
た。味噌汁を飲んだ時、旨味が染み
渡り潤うように感じ、身体に元気が
戻るのがわかりました。おいしかっ
たです。食べることは生きること。
食べれば元気になり前向きになれる
と思います。美味しい食事をありが
とうございました。ごちそうさまで
した。
（心臓血管外科、ICU）
主人は、先生に命を助けていただ
きました。中央病院に素晴らしいス
ーパードクターがいてくださること
に心から感謝しております。これか
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ら難題が次々と出てくると覚悟はし
ておりますが、先生や ICU の全ての
看護師さんの優しさに家族も癒され
ております。ありがとうございます。
（泌尿器科、3B、手術室、薬剤科）
お忙しい中、病室まで来て色々と
声をかけてくださり、本当にありが
とうございます。詳しく説明してい
ただき、安心します。お疲れのとこ
ろ、朝早くから消灯直前まで病室に
来て声をかけてくださり、心強く安
心いたします。とても素敵な優しい
しゃべり方で親しみやすいです。看
護師さんも要望を聞いてくれて頭が
下がります。手術中に「順調ですよ。」
と話しかけてもらい緊張が解けまし
た。中央病院を選択して本当によか
ったです。感謝の言葉は書ききれま
せん。ありがとうございました。
（3B）
最後まで本当にありがとうござい
ました。皆様には迷惑をかけっぱな
しで、大変だったと思います。これ
から身体を大切にして生きていきた
いと思います。感謝。
（3B）
入院当日の不安な精神状態の時で
も、落ち着いて説明して処置等をし
てくれ、安心できた。感謝しかない。
（3B）
最も大変で苦しい時期、母も私共
も心静かに過ごすことがで きまし
た。朝に晩に奉仕される皆様の御姿
からたくさんの大事なことを学ばせ
ていただきました。厚く御礼申し上
げます。お身体くれぐれもおいとい
くださいませ。感謝をこめて。
（産婦人科、4A、病院総務課）
先生は、こちらから要望があれば、
時間外でも診察をしてくれた。看護
師さんは、いつも体調を気にかけて
くれた。清掃の方は、早朝から病棟
をきれいに掃除してくれるだけでな
く、患者が設備を使いやすいように
工夫してくれた。
（小児科、4B）
急な入院でしたが、ナースセンタ
ーに近い部屋にしていただいてとて
も安心しました。トイレ、オムツの
捨て方など細かく説明していただい
たのでとてもわかりやすかったで
す。先生や看護師さんも病状につい
て説明してくれたり、子どもに優し
く接してくださったり、嬉しかった
です。ありがとうございました！！

（小児科、4B）
先生も看護師さんもわかりやすく
説明をしてくれ、気になること不安
なことをすべて聞くことができた。
生後 1 ヶ月で早くも入院となり不安
でしたが、皆さんのサポートのおか
げで安心して入院生活を送れまし
た！ありがとうございました。
（4B）
書く量は多いけど、説明はわかり
やすかった。誠意をもって対応して
いただき、ありがとうございました。
（4B）
長い間、お世話になりました。入
院した頃は不安もありましたが、看
護師さん達の優しさに救われまし
た。本当にありがとうございました。
（4B）
話 を し てい て すご く 楽 しい で す
し、とても明るく接してくれるので
いいと思います。
（4B）
快適に過ごすことができました。
優しい声かけ、細やかな配慮をして
いただき、親子共々、安心して手術
を受けその後も様子を見ることがで
き、本当に感謝しております。あり
がとうございました。ほっとできる
環境を作っていただき、家にいると
きより母は気持ちが楽でした。また、
お世話になることもあると思います
が、よろしくお願いいたします。
（4B）
個室だったので、授乳、子どもが
泣いてしまった時の対応等、周囲の
目を気にせず過ごすことができまし
た。とても丁寧に対応していただい
てありがたかったです。急な入院で
手元に着替えがない状況で、子ども
にウンチを飛ばされてしまい困って
いると、替えの T シャツを貸してく
れました。また、コードや点滴類の
配線等も私達の動線を考えながら配
置してくださり、嬉しかったです。
（4B）
色々と不安でしたが、看護師さん
が丁寧に説明してくださったので、1
週間ちゃんと病院で寝ることができ
ました。本当にありがとうございま
した。
（4B）
安心できる入院環境でした。スタ
ッフの対応はとてもよく、助かりま
した。
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（4B）
看護師さんが皆さん優しくて、赤
ちゃんとことをかわいがってくれて
いたので、すごく安心できました。
（4B）
皆さんとても親切でした。優しく
してくださり、ありがとうございま
した。元気になってよかったです。
（4B）
どの方も親切で、安心して過ごせ
ました。ありがとうございました。
（4B、薬剤科）
スタッフの皆様には、とても丁寧
に対応していただきました。夜間の
ナースコールにも親切にしていただ
き、入院中の不安が和らぎました。
子どもへの優しい声かけや温かい言
葉もありがたかったです。激務にも
関わらず、笑顔で落ち着いた対応を
してくださり、感謝しております。
ありがとうございました。退院時、
薬剤師さんへ色々と質問したとこ
ろ、迅速に対応してくださいました。
わかりやすい説明と親切な対応をし
ていただき、助かりました。ありが
とうございました。
（4B）
入院環境はとてもよく、わかりや
すい説明でとてもよかったです。皆
さんとても親切で感謝しています。
（4B）
入院環境はよかったです！説明は
とても丁寧で安心できました。相談
に乗ってもらったり、とてもよかっ
たです。
（4B）
皆さんとても優しくて良いスタッ
フさんだなと思いました。初めて入
院して、不安やわからないことがた
くさんあったけど、細かいことを聞
いても嫌な顔せず対応してくれて、
安心できました！お世話になりまし
た。
（4B）
説明がわかりやすかったです。皆
さん優しく、子どもと遊んでくれた
ので、皆さんに対して泣いたり嫌が
ったりということがなく、よかった
です。
（4B）
初 め て 中央 病 院に 入 院 しま し た
が、小児病棟は面会も限られていて
静かでよかったです。わからないこ
とはすぐに教えていただけたので、
困りませんでした。皆さん親切で娘
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も私も勇気づけられ、元気になりま
した。ありがとうございました。学
習室もプレイルームもあり、よかっ
たです。
（4B）
入院環境、説明、スタッフの方の
対応はいつも良いです。今回も大変
お世話になりました。
（4B）
最初は赤ちゃんが心配で、一緒に
いられる時間が短くて寂しかったの
ですが、日々体重が増えて成長して
いる姿を見て少しずつ安心できるよ
うになりました。優しく丁寧にケア
していただき、とても感謝していま
す。わからないことや心配なことも
すぐ相談できて心強かったです。
（4B）
保育器に入った赤ちゃんを見たら
不安で仕方なかったけど、看護師さ
んとの交換ノートや毎日の会話でと
ても勇気づけられました。ありがと
うございました！
（4B）
学習室でのお勉強の後、お友達が
できた！と喜んでいました。わがま
まな娘に対して親切に対応していた
だき、ありがとうございました。親
の私もとても安心できました。
大べやで人がいると思ったら 1 人
もいなくて、びっくりしました。で
も、かんごしさんがやさしかったか
らこわかった夜も 1 人でねれました。
（4B）
感染症で個室にしていただいたた
め、良い環境で治療ができました。
とても丁寧に説明していただき、わ
かりやすかったです。親切に対応し
てくれるので、安心して入院生活を
送っています。大変お世話になりま
した。ありがとうございました。
（耳鼻咽喉科、5A）
先生には適切な治療をしていただ
き、おかげでびっくりするほどの回
復で感謝しております。看護師さん
もいつも笑顔で安心できるアドバイ
スをくださり、不安になることは一
切ありませんでした。本当に感謝し
ています。ありがとうございました。
（5A）
初めての入院生活でとても不安で
したが、看護師さんのおかげでとて
も安らぐことができました。点滴を
始める時、終了する時、必ず世間話
を一言してくれます。それでも手は

休めず、仕事はしっかりと行いなが
ら。とても若いのに感心しました。
とても優しい方でした。短い入院生
活でしたが、ありがとうございまし
た。
（5A）
看護師さんには症状が出た時に助
けてもらいました。ありがとうござ
いました。他の看護師さんも忙しい
中でも患者さんに優しく接していま
した。
（循環器内科、7A）
先生や看護師さんの対応のおかげ
で、とても安心した。ありがとうご
ざいました。
（循環器内科、7A）
初めはこわい先生だと思いました
が、優しかったです。治療時もその
後も、わかりやすく親切でよかった
です。信頼して治療することができ
たので、安心でした。
（循環器内科、7A）
先生、大変親切な説明と手術、感
謝しております。
（循環器内科、7A）
先生や看護師さん達のおかげで、
落ち着いた入院生活を送ることがで
きました。感謝しております。あり
がとうございました。
（診療部、7A）
親切丁寧に対応していただき、何
不自由なく入院できました。大変お
世話になりました。先生からもわか
りやすく説明がありました。ありが
とうございました。感謝しています。
（心臓血管外科、7A、栄養科）
先生方には突然の病から救ってい
ただき、感謝します。酸素マスクは
少し辛かったけど、看護師さん達の
励ましは本当に心強かった。初めて
の検査は、正直どきどきしましたが、
色々やっていくうちに、最新の機械
は素晴らしいと思いました。病院食
はバランスが良かったので、家に帰
ったら作ってみます。
（7A）
泊まりの付き添いで朝起きた時、
病人でない私にも「ご家族の方もど
うぞ」と言って温かなタオルを渡し
てくれました。温かなおもてなしに
感謝します。
（7A）
と て も 優し く して い た だき ま し
た。ありがとうございました。
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（7A）
何でも笑顔で対応してくれる看護
師さん達に元気づけられる。
（7A）
入院初日に痛さのあまり暴れて皆
様に迷惑をかけたことが思い出され
ます。どの看護師さんかわかりませ
んが謝ります。看護の方々は親切で、
入院中楽しかったです。ありがとう
ございました。
（7A）
皆 様 に とて も 優し く し てい た だ
き、母も心より感謝しております。
ありがとうございました。
（7A）
早く退院ができました。ありがと
うございました。手術後の確認に先
生が見えられ、退院・外来受診もそ
の後の家の予定を考慮していただ
き、助かりました。
（7A）
血管の細い私の手に、いとも簡単
に針を刺し、血液を取ってくれまし
た。さすがプロフェッショナルだと、
感心いたしました。
（7A）
患者用クリニカルパスは、患者へ
の説明事項のチェックリスト兼患者
側の再確認リストとして非常に効果
的だと思いました。特に記憶力が減
退する私ども高齢者にとっては、病
院側が想像する以上にありがたく、
安心感が得られるものでした。感謝
しています。
（消化器内科、7B）
先生はお忙しいのに、家族にも私
にもよくわかるように説明をしてく
れたので、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。看護師さんもよく気を配り
色々心配してくださいました。その
他の方々もいつも笑顔でとても優し
い態度で接してくださいました。あ
りがとうございました。せっかく治
療していただいた体です。これから
一日一日を大切に生きていきたいと
思います。心から感謝申し上げます。
（消化器内科、7B）
急な入院で、私は不安でいっぱい
でした。でも、先生、看護師さん、
スタッフの方の温かい励まし、優し
い言葉と笑顔で安心して入院するこ
とができました。元の身体に戻れる
ように毎日過ごしています。ありが
とうございました。
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