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ご意見等について回答いたします。 

不安だったので、こんな事があっ

たと報告したら、「私は医師じゃない

からわからない」と言われた。機嫌

の悪さが顔に出てる。入院するだけ

でストレスなのに、看護師のご機嫌

伺いまでしたくない。 

担当の時は良い先生だと思ってい

たけど、担当じゃなくなったら、対

応が少し冷たいように感じた。周り

からは良い先生だと信頼されている

けど。 

同部屋の患者さんが話ができなく

て、伝えたいことを「あーあー」と

言って伝えようとしていたけど、結

局伝わらず、看護師の「わかんない

よ」という一言が愚痴に聞こえた。

オムツ交換も雑な時がある。 

トイレについては、便が流れてい

ないことがある。流すことを忘れて

いるので、レバーを後ろに付けない

でほしい。エレベーターが狭く、順

番待ちをしている。 

不快な思いをさせてしまい、申し

訳ございませんでした。患者さんへ

の配慮を欠かさず丁寧な対応をする

ようスタッフに対して指導いたしま

した。今後はこのようなことがない

よう十分注意し、患者さんに寄り添

った看護を提供してまいります。 

担当医師が変わると、以前の担当

医師と患者さんのかかわりがどうし

ても少なくなりがちです。ご指摘を

真摯に受けとめこれからの診療にあ

たってまいります。 

なお、トイレのレバーの位置やエ

レベーターの規格などについては、

施設改修の際に検討いたします。貴

重なご意見をありがとうございまし

た。 

（腎臓内科、看護部、病院総務課） 

お腹の痛みが強くなったので、痛

み止めの座薬をお願いしたところ、

胃に悪いからだめだと言われ放置さ

れました。看護師は痛みを訴える患

者を放置するのですか。医師は体に

悪い痛み止めを出しているのです

か。不信感がつのり、産後で辛いの

にとても悲しくなりました。 

辛い思いをさせてしまい、申し訳

ございませんでした。座薬は、次に

使う時間を決められていますので、

使用することができませんでした。

しかし、注射等の他の方法で対応す

るよう指導いたしました。今後、こ

のようなことがないように気をつけ

てまいります。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（看護部） 

昼食の配膳時、入院患者が看護師

に使用済みかわからない入院着を手

渡しました。入院着はお茶のポット

の台に置かれ、看護師は手も洗わず

に配膳していました。心配りがあま

りにもないと思います。 

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。ご指摘

の内容について、病棟で指導いたし

ました。今後はこのような事がない

よう、手洗いの徹底と着用済みのリ

ネンはすぐにリネンボックスの中に

入れることを継続して指導してまい

ります。貴重なご意見をありがとう

ございました。 

（看護部） 

エアコンの温度設定ができるとよ

かったです。 

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） 

24 時間子どもの付添いだとパイ

プ椅子だけではしんどいです。休め

る椅子があるとよかったです。 

今後、付き添い者用の椅子を購入

する際は、クッション性の高い椅子

の導入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） 

ベッドを電動ベッドに更新しても

らえると嬉しい。 

ご不便をおかけし、申し訳ござい

ませんでした。電動ベッドについて

は、計画的に購入を進めております

ので、ご理解をお願いいたします。

貴重なご意見をありがとうございま

した。 

（病院総務課） 

 

部屋のすみなどのほこりが気にな

りました。 

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。清掃担当

者に行き届いた清掃を行うよう指導

いたしました。貴重なご意見をあり

がとうございました。 

（病院総務課） 

掃除等のガタガタ、ビシビシとい

う音がうるさいので、もう少し考え

て行動していただきたい。寝ている

と結構うるさいですね。 

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

者に大きな音を立てずに清掃を行う

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。 

（病院総務課） 

暑いので、水飲み機を設置してほ

しい。胃の検査前ですが、９時まで

は飲めるので。 

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、

水飲み機などの設備について検討い

たします。貴重なご意見をありがと

うございました。 

（病院総務課） 

「連携安心カード」は診察券より

横幅が少し大きく、同じケースに入

りません。 

「連携安心カード」は、慢性疾患

を有しかかりつけ医と中央病院の

「二人主治医制」を証するカードと

して発行しています。カードサイズ

については、印刷を発注する際に改

めて検討いたします。ご指摘、あり

がとうございました。 

（医事課） 

入院案内をもう少し丁寧に説明さ

れたらどうですか。マニュアル通り

ではなく。 

対応の基本である親切さや丁寧さ

が欠けており、大変申し訳ありませ

んでした。今後は、話し方のテンポ

や内容をご理解していただけたかを

確認しながら、患者さんの気持ちに

寄り添った丁寧な説明を心がけてま

いります。 

（医事課） 

 

お礼のお手紙をいただきました。 

（外科、外科外来） 

緊急入院の対応・処置がよかった。

ありがとう！！ 

（薬剤科） 

薬のことについて、詳しく教えて

いただきました。昔の忘れていた薬

の副作用のことも書面にしてくださ

いました。今後、利用させていただ

きます。 

（泌尿器科、3B） 

丁寧に対応し、親身になってくれ

ました。他科の看護師さんも点滴の
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逆流などを見つけるとすぐに対応し

てくれ、よかったです。短い入院で

したが、本当にお世話になりました。

術後、体調も良くなりました。 

（3B） 

とても優しくて、わかりやすくお

話してくださり、患者も家族も安心

してお任せすることができました。

担当してくださって、とてもありが

たかったです。これからもステキな

看護師さんでいてくださいね。 

（小児科、4B） 

質問をしても嫌な顔せず、丁寧に

説明してくれてとてもよかったで

す。どの先生も看護師さんもとても

優しく親切でした。ありがとうござ

いました。 

（小児科、4B） 

先生も看護師さんもとても優しく

て、心強かったです。ありがとうご

ざいました。 

（小児科、4B） 

NICU に入院すると聞いた時は、不

安で泣いてばかりでした。しかし、

通う度に先生が状態について説明を

してくれたり、看護師さんが日々の

様子を教えてくれたので、安心する

ことができました。名前を読んでケ

アしていただいているのを見ると、

生まれてすぐにこんなにたくさんの

素敵な方々に囲まれて助けてもらっ

た娘は幸せ者だと感じました。無事

に退院できるのも皆さんのおかげで

す。本当にありがとうございました。

皆様のご健康とご多幸をお祈りしま

す。 

（小児科、4B） 

明るく対応してくれたので、過ご

しやすかったです。先生、看護師さ

んとも親切・親身だったので、安心

して赤ちゃんを任せることができま

した。ありがとうございました。 

（麻酔科、形成外科、4B） 

清潔でとても良い環境でした。初

めての手術・全身麻酔で子どもも親

も不安でいっぱいでしたが、手術の

帽子を被る時から不安を取り除く工

夫がたくさんされていて、皆様の心

遣いに本当に感謝です。 

くまもん先生、プリキュアは今、

ハピネスチャージではなく、キラキ

ラプリキュアモードです♪何事もな

く手術を終えられたこと、本当に感

謝しています。ありがとうございま

した。 

（小児科、4B） 

2 年前に入院した時より、優しく、

明るく、丁寧でした。先生も明るく

て、優しくて、安心しました。 

（4B） 

忙しいのに、毎回笑顔で対応して

くださったので、質問やお願いをし

やすかったです。不安はありました

が、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。 

（4B） 

ありがとうございました。 

（4B） 

1 つ 1 つ丁寧に説明していただい

たので、安心してお願いすることが

できました。今まで気になっていた

ことも教えていただき、不安がなく

なりました。本当にありがとうござ

いました。 

（4B） 

最初はすごく不安でしたが、わか

りやすく教えてくださり、皆さんが

とても優しく親切にしてくださった

ので、とても安心しました。 

（4B） 

とても快適で過ごしやすかったで

す。具合の悪い時に何度も来てくだ

さったので、不安な入院生活を乗り

切ることができました。無事に退院

できるのは皆様のおかげです。家で

も体調に気をつけていきたいと思い

ます。本当にありがとうございまし

た。 

（4B） 

病室を掃除や消毒に来てくださ

り、清潔な環境の中、過ごさせてい

ただきました。とても親切だったの

で、初めての入院だったにも関わら

ず、不安になることなく過ごすこと

ができました。私も見習わなくては、

と思いました。ありがとうございま

した。 

（4B） 

子どもにとって初めての入院でし

たが、スタッフの皆さんが優しくし

てくれたので、安心して過ごすこと

ができました。 

（4B） 

看護師の皆さんが子どもに優しく

接してくれて、とても感謝していま

す。質問に丁寧に答えていただけて、

助かりました。 

（4B） 

スタッフが大変親切に手厚くお世

話してくださいました。夫が外国人

で意思の疎通が難しかったのです

が、皆様が英語をなるべく使い、要

望に応えてくれました。本当にあり

がとうございました。 

（4B） 

わからないことを聞くと丁寧に教

えてくれました。皆さんとても親切

で優しくて、安心して入院していら

れます。 

（4B） 

環境がきれい。スタッフが優しい。 

（4B） 

丁寧に優しく接していただきまし

た。 

（4B） 

丁寧でわかりやすく説明してくれ

ました。スタッフはとても優しかっ

たです。 

（4B） 

おもちゃなどを貸していただき、

とても助かりました。スタッフは子

どもと向き合うのがとても上手で、

とても優しく接してくれて、安心し

て入院できました。 

（4B） 

皆さん、とても親切にしてくださ

り、感謝しております。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。 

（4B） 

治療のため個室でしたが、とても

快適に過ごすことができ、助かりま

した。ベッドの柵など、安全対策に

も気をつけているなと思いました。

スタッフの皆さんが親切で子どもに

たくさん話しかけてくれたり、気に

かけてくれたりして、とても嬉しか

ったです。学生さんが子どもとたく

さん遊んでくれたので、子どもはと

ても楽しそうでした。 

（4B） 

1 週間、ありがとうございました。

おかげで楽しく頑張ることができま

した。親子共に貴重な体験となりま

した。感謝。 

（4B） 

ミルクや授乳の指導をしていただ

けたので、これからの不安を少し解

決できました。ありがとうございま

した。 

（4B） 

皆さんによくしてもらいました。

本当にありがとうございました。 
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（4B） 

急遽、入院することになり不安で

したが、優しく接してくださり、質

問もしやすく丁寧に答えてください

ました。いつも親身になってくださ

り、とても心強かったです。スタッ

フの皆様の笑顔に励まされました。

ありがとうございました。 

（4B） 

こぶとりじいさんしてくれてあり

がとう 

（4B） 

やさしくしてくれてありがとう 

（4B） 

よくしてもらいました。 

（4B） 

入院環境はいつもきれいになって

いて安心です。親切に優しく対応し

てもらいました。ありがとうござい

ました。 

（4B） 

優しく接してくださり、家族も本

人も安心できました。ありがとうご

ざいました。 

（5B） 

皆さんとても親切で、気持ちが安

らぎました。 

（呼吸器内科、6B） 

先生はじめナースセンターの皆様

に大変お世話になりました。お蔭様

にて日々快方に向かっております。

一筆御礼まで。 

（循環器内科、7A） 

先生は結果をわかりやすく説明し

てくださり、フォロー体制も最後ま

で･･･という意思が伝わります。信頼

関係が生まれる。看護師がしてくれ

た各種説明も理解しやすく、言葉使

いが丁寧で優しさが感じられ、気持

ちがよかった。 

（循環器内科、7A） 

皆様によくしていただきました。

先生に車椅子を押していただき、安

心して検査を受けることができまし

た。 

（循環器内科、心臓血管外科、7A） 

検査入院でした。先生や看護師の

方々の説明にしっかりと理解・納得

できました。不安のない入院生活で

した。心臓血管外科の先生は、前回

の手術の様子を見に来てくださいま

した。 

（循環器内科、7A） 

先生は忙しい中、毎朝、病室まで

来て声をかけてくださり、本当にあ

りがたく思いました。看護師の皆様

も言葉使いが丁寧で温かく、安心し

て入院生活を送ることができまし

た。 

（循環器内科、心臓血管外科、7A） 

ありがとうございました。 

（心臓血管外科、ICU、7A） 

大きな手術を 2 回行い、無事、退

院することができます。先生はじめ、

看護師や関係者の皆様のおかげで

す。医療技術の高さに感心し、心温

まる対応に感銘を覚えました。本当

にありがとうございました。 

（心臓血管外科、7A） 

幾度となく入退院を繰り返してい

ましたが、常に医師、看護師、職員

の皆様の適切な対応・説明でした。

息ぴったりの感じを受けました。あ

りがとうございました。 

（循環器内科） 

救急車で運ばれてきた時は、身体

が痛くてどうなるかわからない状況

でしたが、早急に治療をしていただ

き、先生には大変感謝をしています。

2･3 日したら、普段より調子がいいく

らいです。 

（循環器内科、7A） 

先生には家族に連絡を取っていた

だきました。ありがとうございます。

心臓が苦しかった時、ナースコール

を何回も押してしまいましたが、看

護師さんが飛んできてくれ、声かけ

やら処置をしてくれました。本当に

感謝しております。お蔭様で胸の苦

しさ、息苦しさが治りました。 

中央病院から見る富士まつりの花

火はものすごくきれいで、おとぎ話

のようでした。 

（循環器内科、7A） 

人のために笑顔で優しく一生懸命

接してくださいました。私もこれか

らは皆様のように家族や周りの方々

に接していきたいと思います。感謝

です。ありがとう、中央病院。 

（心臓血管外科、7A） 

先生、スタッフの皆様に大変お世

話になりました。ありがとうござい

ました。 

（循環器内科、7A） 

6 年前に入院した時と比べ変わっ

たこと。看護師さんは患者に対して、

いつも笑顔で接してくれました。本

当にありがとうございました。先生

はじめ職員の方々に親切に説明をし

ていただきました。 

（循環器内科、7A） 

皆さん親切でした。先生の説明も

わかりやすかったです。色々とあり

がとうございました。 

（7A） 

皆さん、親切にしてくださいまし

た。 

（7A） 

富士市立中央病院に来て、とても

助かりました。ありがとうございま

した。皆さん、とても親切でした。 

（7A） 

ありがとうございました。今後も

よろしくお願いいたします。 

（7A） 

色々とありがとうございました。

とてもよくしてもらいました。 

（7A、栄養科） 

症状などをわかりやすく丁寧に説

明していただきました。食事はおい

しかったです。 

（7A） 

予定表に従い、順次進めてくれる

ので、患者は安心できると思います。

情報が共有されていて、交代しても

やる作業が理解されていると思いま

した。よく教育されていると感じま

した。ありがとうございました。 

（7A） 

いつも笑顔で素晴らしい対応をし

ていただきました。 

（7A） 

全てにおいて、行き届いた対応で

あり、大変感謝しております。 

（7A、売店） 

看護師さんが親切です。こまめに

お声がけしている。テキパキしてい

る。 

（7A） 

看護師の皆様は対応や説明が親

切・丁寧です。 

（7A） 

思いもよらない病気でしたが、早

急に対処していただき、本当によか

ったです。ありがとうございました。 

（7A） 

初めての入院でしたが、安心して

検査を受けることができました。 

（7A） 

看護師の皆様、親切にしていただ

きありがとうございました。感謝し

ています。 

（7A） 

昨年の同時期に同じ病室に入院し

ました。昨年より、一層看護師さん
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達の対応が手際よく、入院中は快く

生活することができました。深く感

謝いたします。これからも皆さん、

頑張ってください。 

（7A） 

先月、入院した際、電動ベッドだ

と嬉しいと投書しました。早速、フ

ォローしてくれ、今回の入院で、今

年度中に70％まで電動化を進めたい

ということを報告してくださいまし

た。ありがとうございました。 

（7A） 

昨年に続いて 2 度目の入院でした

が、先生はじめ看護師・職員さんに

気持ちよく対応していただき、感謝

でいっぱいです。ありがとうござい

ました。 

（形成外科、3C） 

初めての入院でとても不安でし

た。手術の説明やその後の対応など

がとても良く、安心しました。看護

師やスタッフの方が親切で対応が良

く、気持ちよく過ごせました。あり

がとうございました。 

（3C） 

看護師の方々の明るく温かい看護

に少しずつ回復してきている自分を

感じます。そして、枯れることのな

い泉のような「お心」に敬服し、と

ても励まされています。本当にあり

がとうございます。 

（病院経営課・病院総務課） 

昔の和洋風建築が好きなので、昔

の中央病院の写真は面白かったで

す。 

 


