
【２】
入院環境について

1 特に夏場、手術後動けないのに、夜１２時でクーラーが止まる。病人のことも考えて！！
2 部屋の温度が夜少し暑い。昼は過ごしやすい。

3 夜間エアコンが止まってしまい暑くて汗だくになってしまった。

4 暑い、夜間不満。
5 夜中、ちょっと暑かった。でも節電だし、仕方ないかな。シーツ替えが、退院前日だけだったので、初日、２日目と自分で
バスタオルを敷いたりと大変だった。でも、タオル類を自由にたくさん使えるのは、助かりました。

6 ②節電のため暑いのは仕方ないと思いますが、出来ればパジャマは夏冬兼用ではなく、夏用を用意して欲しい。

⇒夏用のパジャマにつきましては、現在、委託業者に要望をしているところです。
皆様が快適な入院生活を送っていただけるよう努力してまいります。

7 入浴室に換気設備と扇風機があれば良いと思う。
8 入浴時のタオル、バスタオルをバスルームに設置。当然使用後のタオルもバスルームに置けるようにしてほしい。
9 ⑤ＡＭ、ＦＭラジオが利用できると良いと思う。
10 ベッドの調節をリモコン式にしてほしいです。
11 入院環境に関してはおおむね満足だが。イビキの大きい人は１ヶ所に集めるとか。朝までテレビを見てる人を注意して下さい。

12 テレビが高過ぎる。職員の福利厚生に貢献しているだろうが。
13 テレビ、ランドリーが高い、他病院は安い所もある。
14 テレビカードが高い。テレビは無料で見たい。コインランドリーも高すぎ。
15 テレビカード料金（時間が短い）が高い。

⇒テレビカードの料金につきましては、他の公立病院と比較し、適正な価格（1,000分で1,000円）を設定しております
ので、ご理解をお願いします。

16 食事のメニューで、パン食にはお茶や、御飯のときには牛乳など、組合せに工夫をして下さい。
17 食事、予想以上においしい。消灯がはやすぎ。
18 食事のごはんの量が少ない。
19 ご飯の量が少ない。うどんは嫌い。

⇒ごはんの量につきましては、栄養管理上、適切な量（1食160ｇ）を設定しております。
メニューの組み合わせにつきましては、委託業者にも提示し、できる限り配慮してまいります。

20 面会時間の開始を土日祝日だけでも良いので早くしてほしい。
21 面会時間をもっと長くして欲しい。
22 面談室が２つ欲しいです！！

⇒面会時間につきましては、患者さんの療養環境に配慮し、設定させていただいておりますので、
ご理解・ご協力をお願いします。

23 御飯、味噌汁が今イチ。最初の頃の大根おろしはひどかった。入院時、床が未清掃状態。代行時がひどかった。
ＴＶのリモコン反応が極めて悪し。金がかかっても、ケーブルＴＶが見たいのですが。
入院時の説明が結果的には不足していた（入院セットの利用法、アメニティ全般）。
説明は、責任上位者か専門職が総括的にきちんと行って欲しい。担当看護師さんの役割がわからない。

⇒ご不便をかけて申し訳ありませんでした。リモコンの不具合については、管理業者に点検をするよう依頼しました。
また、入院生活のオリエンテーション等についても、きめ細やかな対応に努めてまいります。

24 入院時に簡単な説明があると分かりりやすい（印刷物以外）。ベッドの清掃・・・空いている所だけコロコロの時も（机の下や足元

にもごみあり。洗髪できない時など髪の毛が落ちてしまいます）。
丁寧にしてくださる方もいます。ベッド脇の清掃・・・綿埃が残っている。（することがないので目についてしまうのかも）。
ごみの回収・・・（優しい）声かけが必要と思います。（事務的な方もいられます）。

⇒病室内の清掃の徹底について、委託業者に指導しました。



【３】
医師について

1 担当の○○先生を信頼しています。早く退院して野菜と米作りに精を出したい。

2 市立病院は初めての入院でしたが、とても快適に過ごさせて頂きました。今後共、よろしくお願いします。

3 すごいよい先生です。

4 治療への情熱的、誠実さに打たれました。特に①③④⑤等。

5 （○○ドクターの）適切な判断のお陰で良い方向に向かっています。説明にも根拠を示して下さったので
分かりやすかったです。ありがとうございました。

6 おおむね満足しています。大変な病気にガッツで取りくんでいるなと感じます。

7 体の状態や手術のことなどわかりやすく丁寧に説明して頂き、安心して手術を受けることができた。

8 陣痛室では、あまりの痛さに、先生や看護師さんに大変迷惑を掛けてしまったと思いますが、嫌な顔せず、
腰をさすってくれたり、トイレに連れてってくれたり、どうもありがとうございました。
痛みとパニックと不安で、大人げない言葉を言ったりしたと思います。すみませんでした。

9 先生方みな親切で丁寧、最高に良い。
10 ○○先生ほんとにありがとうございました。
11 いろいろとお世話になっております。看護師さんに伝えたことが、医師に迅速に伝達され、
病室に走ってこられて対応してもらえたことが心強かった（通算２回）。

12 スマイルが欲しい人がいます。人によってバラつきもあります。良い人をベースにお答えします。
13 検査の結果を尋ねなくても逐一教えて欲しい。今後の治療の見通しをできるだけ伝えて欲しい。
14 もっとゆっくり話してほしい。

⇒お褒めの言葉を多くいただきました。
今後も丁寧な説明と迅速な対応に努めてまいります。



【４】

看護師について

1 この近辺の病院の中で一番優れていたと思う。環境といい対応といい申し分ない。
2 若い看護師さんのテキパキ度に感謝感謝。７０歳で初めて入院して感じました。県立のときの印象と違っていました。

3 お医者様同様です。ありがとうございました。忙しいとは思いますが、頑張って下さい。
4 すごい気配りがあって助かりました。
5 心根のやさしい看護師さんが沢山いらっしゃることは素晴らしいことだと思います。
6 どの看護師さんもとても親切で、術後のお世話もよくして頂いてうれしかった。
7 最高でした。スタッフの皆様ほんとにありがとう！！
8 入院している病棟の看護師さん・お医者さんは希望を尊重してくれるのでありがたいです。
9 ほとんどいい看護師さんばかりですが、こちらが本人に直接笑顔であいさつしても冷たい表情で、チラッと見るだけで、

全く愛想のない人もいます。とても嫌な気持ちになるので、
せめて愛想笑いでもいいから返してほしいと思います。（いくら機嫌が悪かったとしても！）

10 わがままなことまでも対応していただけました。ただ、日替り体制の為、首尾一貫親しく接しられる雰囲気は
あまり見受けられない。大方ビジネスライク調でした。１～２名素晴らしい方がおられましたが。
体温計の古さが気になります。（やり返し通算３回ありました。時間がたってもＥＲＲ表示とは？）

11 職務ではあるが多忙のため、また症状不安定な患者の現状把握がしづらいように見える。
毎日各々の担当者が何回となく同じ質問（状況把握のため）をしていたが、出来るだけ情報共有の工夫が
できないものでしょうか。可能な（比較的元気な）人には、今日の症状を記入してベッド脇に吊るすとか。

依頼しなければ自分では動けない方への対応では、「担当がします、自分は出来ないのでもう少し待って下さい。」

という場面を多く見かけました。お願いする方は弱いです・・・。皆一生懸命仕事をして頂いています。
が、担当者に温度差もあるようです。相手は人。

12 声は掛けていただいたのですが、手術前の説明と違ったり、交代された看護師さんへの状況が話されてなかったのか、
「あら？！」と思う事があった。

⇒お褒めの言葉をいただいた反面、対応がビジネスライクだというご意見をいただきました。
1人でも多くの患者さんに満足していただけるよう、今後も患者さんの立場にたった看護に
う努めてまいります。



【８】
施設について

1 コンビニが狭い。
2 もっと売店を充実させてもらいたい。
3 売店に砂糖が欲しかった。

⇒売店につきましては、新病院においてスペースを拡充するとともに、品揃えの充実を図ってまいります。

4 ケーキはすごくおいしかったです。髪の毛にはご注意・・・。
5 食堂を利用してみたいと２～３度行ったが、なんだが寂しい。雰囲気とメニューの少なさで、毎回諦めてしまった。

もう少し活気のある感じが欲しい。病院という環境の中で食堂くらいは、気分転換できる、
喫茶店のような空気が欲しいです！

6 もっと良い料理を出して欲しい。
7 食堂はメニューが偏りがちで味つけが濃すぎる・・・。値段も割高な気がします。

⇒食堂のメニューにつきましては、利用される皆様に満足していただけるよう適宜見直しを
図ってまいります。



【１０】
受診したい病院

1 最新設備が入っているのでびっくりしました。

2 最新設備のある病院。

3 専門的な治療を行っている。設備が新しい。

4 専門的な治療を行っている。分かりやすく説明してくれる。

5 総合病院（専門的な）が良い。

6 設備が整っている。専門分野以外の知識をもっている。

7 専門医がいること。セカンドオピニオンを求めやすい環境であること。

8 設備が新しく整っている。手術実績の多い病院。待ち時間が短い。

9 他科との連携が取れる。総合病院の確立。

10 Ｃ型肝炎、糖尿病。
11 潔癖症なので、衛生面はとっても気になります。これからは、子供を連れての診察が増えるので、
予約などしてる場合は、できる限り時間通りにしてほしいです。トイレに赤ちゃんをつれて入れるようにして欲しいです。

12 産科で入院しているので、お母さん同士がもう少し交流を持てる様な場があれば良いと思いました。
13 プライバシーが守られ、安心して治療ができる病院。
14 最初の処置（点滴・採血）で失敗すると印象が悪く二度といかない。
例えば、採血時、固定台が下にガタッと落ちビックリ（○○病院）。

点滴針を３回もさされベテラン看護師が４回目でやっとＯＫ（○○病院）。○○病院では５～６年間ドックを受けているがＯＫ。

15 予約が確実。診察を丁寧にしてもらえる。受診する科が細かく分かれている。いつでも診察してもらえる。
16 専門的な知識が豊かで、治療に適切である事。外来も、入院も、安心して受ける事が出来る。
17 先生の腕がよい。設備が整っている。看護師が優しい。
18 患者、その家族が、安心して受診できる病院！！
19 患者は不安を抱えて生活しているので、精神的にも技術的にも安心させていただける、
前向きな気持にさせていただけるような病院。
その点、当病院は、先生方、看護師さん、他の皆様に親切に対応していただき、深く感謝しております。

20 最先端の医療、高度な治療も重要な事ですが、安心してかかれる病院。
身近な総合病院として発展されることを願っています。

21 事務的ではなく、人間味ある病院。
22 よく話を聞いてくれる医師のいる病院。最近は電子カルテの病院が多く、パソコンしか見てない先生が
増えているように思います。インフォームドコンセントを徹底して柔軟に対応してくれる病院は魅力的です。

24 活気のある病院。全体的に医師や看護師に前向きなやる気が見られる病院。
25 患者を親身に思ってくれる医者や看護師がいてくれる病院。
23 個室をもっと増やして欲しい。他の人のいびきが気になって眠れないと治療に専念もできないので。ベッドが足りない中、
柔軟に対応して下さった本館５階のスタッフの皆さんに感謝しています。

26 もっとオープンな雰囲気になればいいと思う。
27 歩けるようになれる病院（今歩けない）。
28 早く治ること。
29 知識、技術、温かい人柄の医師を始めとするスタッフの揃っている病院。高度医療、充実した設備のある病院。
患者、利用者にとって安心できる、温かさの感じられる病院。医師やスタッフが働く意欲を持っている病院。
救命救急、母子小児関係高度医療、災害拠点病院機能のある病院。

30 医師への信頼と看護師の応対等の態度、設備（入院生活全般）の新規性、機能性と思っている。
近隣市のＴ院やＫ院と相対比較の面もありますが、多少割高でも個室

（当院の現状は設備の経年上やむを得ないとも考えるが）についての設備に改良を望みます。

車イスで洗面所が十分に使えない（洗面、うがい等が届かない）、トイレの手すり（ペーパー掛側）がない等、

バリアフリーへの気配りが不足。車イス利用者に対するハード面に気配りが十分でない（上から目線ではＮＯ！）。

31 設備が古いものの、今の市立病院はよくやられていると思います。

⇒専門的な治療の提供やスタッフの対応、入院環境の設備等に関するご意見がありました。
病室についてですが、新病院では個室を増やし、多床室についても現在よりも1人あたりのスペースに
ゆとりを持たせ、皆さんの快適な療養環境を整えてまいります。



【１１】
自由意見

1 母子同室だったのですが、エアコンの風が直接当たってしまったり、少し狭さも感じた。
トイレに（個室の中に）赤ちゃんを寝かしておけるスペースがあればいつでも気軽にトイレに行けるのになぁと思った。

おっぱいのケアや、赤ちゃんのお世話の仕方などいろいろ教えていただけたのでよかった。

2 個室が少ない。男子トイレが少ない。トイレが臭くなってきた。

3 男のトイレが少ない。

4 ベッドの下の掃除ができてない。

⇒男子トイレの数につきましては、適正な数を配置しておりますのでご理解をお願いします。
なお、ベッド下の清掃につきましては、委託業者にも伝え、徹底するよう指導しました。

5 ベッドはもっと柔らかいものがいいです。

6 各階にある談話室、もうちょっとどうにかならないのでしょうか？ベンチがあるだけでは談話室とはちょっと言えないです。

7 長期入院患者用の楽しむスペースがあればいいなと思いました（例えば、年配者同士の囲碁、将棋が出来るとか、

インターネットができるとか）。

8 入院セットのパジャマにポケットが付いていると助かります。

⇒現在、運営業者に要望を出しているところです。

9 外来は番号にしてもらいたい。
10 イビキの大きい人は１ヶ所にまとめる。深夜のテレビは禁止。せめて夜１２：００まで。
外国人の声の大きい人や、ベッドで携帯使い放題は注意をする。病院のマナーを教える等、気を配ってもらえれば。

平成２８年度新築に向って頑張って下さい。

11 元気な方が病室で携帯電話を使い、歩くのもやっとな方が談話室まで行って電話しているのはどうかと思う。
12 リハビリは土日は休日となっているが、入院患者にとっては休日も訓練したいとの声がありました。
病室でのマナー徹底を・・・一部の人と思いますが、室内での携帯電話、電気カミソリ、ドライヤーの使用が見られます。

ぜひ所定の場所で使用されるようにお願いします。病室内はどこもカーテンで仕切ってあり、暗く感じる。
プライバシー保護は理解するものの、治療等があるときは開けて、
患者さん同士のコミュニケーションがとれると良いですね。

13 ナースコールの際必ず聞く言葉、「私は担当ではないからわからない・・・、後でまた来ます・・・。」来た意味がない。
14 ナースの能力、意欲の格差を訂正する方策、神経の行き届いたマニュアルを希望。細かいことですが、尿瓶の扱い
で述べると、消灯後、担当ナースがほとんど回収にこない。呼び出すと応答の音などで他の患者に悪いので、

つい押しそびれる。あるナースは尿瓶を２本用意してくれた（可？不可？）。

あるナースは空のものを持ってきて交換。
１往復で、ナースも時間短縮、患者も同室者の睡眠に少しでも配慮できる。（１０年経験者の中でも格差あるが、

それぞれのよさを発表、共有してほしい）。
あとは、患者の希望が、後任のナースに引き継がれない点ががいく度かあった。雇用難の折でもあろうが、概して

生き生きと、この重労働、患者のわがままに耐えて働いている姿に（日本も政治は他国に評価されないが）感動した次第です。

15 患者の立場に立った治療スケジュールを立てること。医師と看護師間の連携を強めること。患者の希望を反映した治療、
投薬をお願いしたい。院内コンサートは大変よかったです。

16 売店の店員さん、車いすの患者さんに対しての配慮が欠けている。入口にワゴン台が置いてあるが、
車いすの人が（私ですが）出ようとしても、移動しようともしない。自分で避けました。
見ていながら知らないそぶりです。退院された患者さんも、他の事で不満を言ってらっしゃいました。

⇒いただいたご意見は業者にも提示し、思いやりのある接遇に努めてまいります。

17 特に年寄りには優しくしてほしい。
18 レントゲンの種類の違いとは思いますが、前回は同室の方が、写真をとられる時は皆部屋の外に出たのでが、
今回はカーテン越しに私達がいるのを確認されただけで、そのまま寝ていて下さいと言われ、看護師さんだけを

外に出されてそのまま仕事を終えられ出ていかれました。一言説明していただければ安心したのですが。



【１１】
自由意見

19 当アンケートはひとつのやり方で良い方法とも思います。最も肝要なことは、スタッフにお伝えしたことが、
良い方向に生かされることだと思います。
アンケートの他に「目安箱（仮称）」等の設置も一つの工夫かと思いますが。

⇒アンケート実施のほかに、外来ホール及び各病棟に投書箱を設置しております。
皆さんからいただいたご意見を参考し、対応可能なものにつきましては、改善に取り組んでまいります。

20 新しい病院になってほしい。思いやりのある先生と看護師がいる最高の病院になってほしい。
21 病院に長く入院すると、気分が落ちてしまって、皆様にご迷惑を掛けてしまった事を反省しています。
22 血栓をおこしたときも完治し、感謝しています。
23 全般的にはまあまあ満足しております。設備の老朽に伴う不足面は、スタッフ皆さんのチームワークで補って下さい。
市立病院として更なる信頼を得られて発展されることを祈念致します。

24 生まれて初めて入院の経験をさせていただきましたが、びっくりするほどよくしていただきました。
初めての入院と聞かされた時は非常に心配し不安になったりと穏やかではありませんでした。
また、スタッフの皆さまには、日々笑顔で迎えていただき、心温まる毎日でした。これを書いていても涙が出て来ます。

ほんとうに皆様お世話になりました。ありがとうございました。

25 この病院で私が一番心が癒されたのは、○○の先生の思いやりです。感謝です。気が落ちた時、
色々と思いやって下さいましたので本当にありがたいと思いました。
わたくしも今後、人に接した時には、人を思いやる気持ちを忘れません。そのようにいたします。

26 院内コンサートはとてもよかったです。特に○○先生の笑顔が素晴らしいほど印象的でした！
長く生きないと言われている家族（子供）の面会に毎日何ヶ月も足を運び、苦しい気持ちの中、
こういった行事があることは少しでも慰めになります。普段目にする事のない他の病棟の患者さんを目にする機会

にもなり、”自分だけではないのだ”という気持ちにもなります。○○さんの歌、音大出身かと思うほど、

抜き出てお上手でした。コンサート全体を通して、どうしてだか、涙が出そうな想いに、見ていてなりました。
私の隣に座った目の手術をした男性も、とても嬉しいと、見えない目から涙が出そうだったと話しておられましたよ。

27 人が生まれ、死んでいくところ。その間も。どれ程の重責を担ったところでしょう。
生まれてありがとう、自然に帰るときにもありがとう、と思ってもらえる病院が良いですね。
お世話になりありがとうございました。


