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「患者満足度調査」にて頂いたご意見 

 

2020年 11月に当院で実施いたしました患者満足度調査にご協力頂き誠に有難う御

座います。アンケートの集計結果とは別に、フリーコメント欄で患者さんから頂いた

ご意見に関してご紹介させて頂きます。 

 

  
アンケート 
回答者数 

コメント 
総数 

外来 925名 199件 

入院 106名 94件 

合計 1,031名 293件 

 

 

 

 

 

アンケートにご協力頂いた 1,031 名の患者さんのうち、フリーコメント欄に頂いた

ご意見全 293件の中で、当院に対するお褒めのお言葉が 97件 33％、改善をご希望され

る旨のご意見が 196件 67％を占めておりました。 

 

改善をご希望される旨のすべてのご意見に対し、回答させて頂きます。回答の内容

につきましては患者さんのご要望に充分にお答えできない内容もあろうかと思います

が、努力目標として今後も頑張ってまいりますので、ご理解の程よろしくお願い申し

上げます。 

 

引き続き患者さんの声に耳を傾け、よりより病院創りと更なる改善を行って参りま

す。 

 

守谷慶友病院 

患者サービス向上委員会 

コメント総数 293件 

お褒めの言葉 98件（33％） 

改善希望 195件（67％） 

33%

67%

195件

98件

改善希望のご意見

お褒めの言葉
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建物・設備に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

Wi-Fiがあると待ち時間も快適になるのではな

いでしょうか？ 3月 17日より外来スペースに Wi-Fi Spotを設置させてい

ただきました。是非ご利用ください。（ICT課） 
Wi-Fiをフリーにしてほしい。 

Wi-Fi環境の部屋入院でしたが、2日間繋がらな
かったです。 現在、病棟全域に提供できるよう準備を進めております

が、予算の都合がありお時間を頂いております。しばら
くお時間を頂けますようお願い致します。（ICT課） 

病室の案内（冊子）には、Wi-Fi 環境とありま

したが、パスワード等の表示がありませんでし

た。 

準個室でしたが、廊下側はとても暗く感じた。

食事の改善。 

ご指摘いただきありがとうございます。この度は不快な
思いをさせてしまい大変申し訳御座いません。「廊下側

はとても暗く感じた」との事ですが、現在は機器が故障

した箇所から順次 LED電球に切り替えを行っておりま
す。すべての変更までには時間がかかるかも知れません

が、できるだけ早く対応していきたいと存じます。 

（総務課） 
 

御意見ありがとうございました。食事に対してたくさん

のコメントを頂きましたので、担当者一同でより良い改
善が出来る内容検討と調理指導等勧めて参ります。 

（栄養科） 

感染対策なのでしょうか。風呂に入れない（設

備がない） 

設備上、シャワーや入浴ができず、大変ご不便をおかけ
いたしました。清潔の保持には、洗髪と清拭での対応と

なりましたが、今後、改修できるようになりましたら検

討致します。（感染対策室） 

全般的に古い。 

ご指摘いただきありがとうございます。病院開院から 30
年以上が経過し、施設や設備の老朽化が目立っておりま

す。随時改修や修繕を行っておりますが、まだ行き届か

ない部分も御座います。今後も引き続き計画性をもって
施設や設備の改修等を実施してまいりたいと存じます。 

（総務課） 

照明を明るくした方がいいと思う。 

ご指摘いただきありがとうございます。この度は不快な

思いをさせてしまい申し訳御座いません。照明について

は同様のご意見を多数いただいており、現在は機器が故

障した箇所から順次 LEDへ切り替えを行っております。

全ての変更までにはお時間がかかるかもしれませんが、
できるだけ早く対応していきたいと存じます。 

（総務課） 

 

 

 

 

 



 3 / 27 

 

ご 意 見 回 答 

全体的に薄暗い。Wi-fiがつながりにくい。売

店休みが多い 

ご指摘いただきありがとうございます。この度は居心地

の悪い思いをさせてしまいまして大変申し訳御座いませ

ん。「全体的に薄暗い」というご意見に関しましては、
現在、機器が故障した箇所から順次 LED電球へと変更し

対応しております。「売店休みが多い」という回答につ

きましては、日・祝日以外は毎日営業しておりますが、
閉店時間が 17：00、水曜日に関しては 15：00に閉店とな

りますので休みが多く感じる事があるかもしれません。

申し訳御座いません。営業時間については、コロナ禍が
落ち着き面会制限が解除された後、売店の利用者状況を

見て営業時間の延長などの検討をしていきたいと存じま

す。(総務課） 
 

現在病棟全域に提供できるよう準備を進めております

が、予算の都合がありお時間を頂いております、しばら
くお時間を頂けますようお願い致します。(ICT課） 

売店のおばさん、態度愛想が悪い。院内にコン

ビニ、スタバ作ってほしい。受付の扉が開くと
寒い。血圧計が渋滞しやすい。 

不快な思いをさせてしまい申し訳御座いません。売店の

店員に対しては今回のご意見を伝え、指導致します。コ
ンビニやスターバックスを院内に設置する事は建物の構

造や経営、運用等の様々な課題が御座いますので、難し

いかとは思いますが、今回のようなご意見があった事を
上層部に伝えさせて頂きます。受付の寒さに関しまして

は、以前より同様のご意見を頂いており、当院といたし

ましても空調温度の設定や、自動ドアの感度設定を変
え、外の冷気が出来るだけ入ってこないよう対策を講じ

ておりますが、なかなか改善できておらずご迷惑をおか

けしております。業者と相談の上、引き続き改善策を講
じて参ります。（総務課） 

病室をもっと快適な設備にして欲しい。リフォ

ームが必要です。 

ご指摘いただきありがとうございます。この度は不快な

思いをさせてしまい大変申し訳御座いません。病院開院
から 30年以上が経過し、施設や設備の老朽化が目立って

おります。設備の故障等については随時対応し、できる

だけ療養環境の維持に努めております。行き届かない部

分もありご不便をおかけいたしました。費用がかかるこ

とですので今すぐにとはいきませんが、今後、計画的に

リフォームを検討させていただきます。（総務課） 

個室トイレに点滴して入ると狭い。シャワーの
出る強さが小さい。 

この度はご不便をお掛けし、申し訳有りませんでした。

個室トイレにつきましては、院内の構造上、現状では改

善が難しい問題です。何卒ご理解くださいますようお願
い申し上げます。シャワーの水圧につきましては、目下

対応中となります。今回は貴重なご意見、誠に有難う御

座いました。（総務課） 
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ご 意 見 回 答 

病室の壁とか床に傷がある。 

ご意見を頂き有難う御座います。建物の築年数が相当経

っておりますので、仰る通り壁や床の劣化や破損は様々

な箇所で生じております。業者と相談の上、緊急性のあ
るものから順次対応させて頂いておりますので何卒ご理

解の程よろしくお願い致します。（総務課） 

ロビーが入口入ってすぐで寒い。案内が全体図

ほしい。 

貴重なご意見有難う御座います。待合室が寒いというご

意見は以前より頂いており、当院といたしましても、暖
房の温度設定や風除室の自動ドアの感度を変える事で、

外の冷気が出来るだけ入ってこないよう対策をこうじて

おりますが、建物の都合上なかなか改善出来ておりませ
ん。今後も引き続き業者と相談の上、出来るだけ早い対

応を致します。 

 
案内図に関しまして、現在あるフロアー案内図をもう少

し見やすく、目立つよう改善致します。現状の案内図で

は難しいようでしたら新規に案内図の作成も検討致しま
す。（総務課/広報室） 

301の部屋は窓がなくてびっくり。毎日先生方
が回診してくれて、色々物言して頂いて良かっ

たです。有難うございました 

 

貴重なご意見有難う御座います。医師の回診についてご満
足頂けて何よりです。301号室の部屋の窓についてですが、

構造上一部にしか窓の設置ができず、他部屋よりも窓が少

ない構造となっております。当院の都合で大変恐縮です
が、ベッドの稼働状況により該当のお部屋にご入院してい

ただくことがございます。ご理解頂ければ幸いです。 

（総務課）  

医療の内容については勧める。設備については

絶対勧めない。起床時間の 6時、消灯時間の 21

時は徹底的に守ってほしい。とりあえず部屋の
電気のＯＮ/ＯＦＦするのはダメ！！ 

医療の内容に関し、お褒めの言葉を頂き有難う御座いま

す。設備の内容についてご不快な思いをさせてしまい申
し訳御座いません。他の患者さんからも様々なご意見を

頂いております。入院中の生活を出来るだけ気持ち良く

過ごして頂けるよう、改善に向けて善処して参ります。
起床、消灯時間や電気に関しては現場のスタッフに伝

え、遵守するように致します。（総務課） 

 
ご意見ありがとうございます。起床 6時、消灯 21時は院

内の約束事項として再度徹底をしてまいります。緊急対

応が必要な場合等、やむを得ず逸脱する場合があります
が、その際はお声かけさせていただきながら対応してま

いります。ご不快な思いをおかけし申し訳ありませんで

した。(看護部） 

質の良い眼科の設備をお願いしたいと思いま

す。 

貴重なご意見ありがとうございます。現時点では眼科外

来の開設予定はございませんが、新しく診療科を開設す

る際には導入する機器や設備を吟味し、地域の皆様に質
の高い医療をご提供できるような体制を整えます。 

（守谷慶友病院運営本部） 
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ご 意 見 回 答 

病棟に休憩所が欲しい。 

この度はご不便をおかけいたしました。建物の構造上、

病棟内の休憩室の設置は困難です。現段階では増改築の
予定はございませんが、検討の際にはご意見を参考にさ

せていただきます。また、西棟１階の売店前に小スペー

スですが休憩スペースをご用意しております。休憩の際
には是非ご利用いただければと存じます。この度は貴重

なご意見有難うございました。 

（守谷慶友病院運営本部） 

トイレはせまい。 

この度はご不便をお掛けし、申し訳有りませんでした。

トイレスペースにつきましては、院内の構造上、直ぐに

は改善が難しい問題です。ご理解下さいますようお願い
申し上げます。トイレ内の荷物置場に関しましては、室

内のスペース確認を行い、設置に伴い不都合が生じない

か調査を行ないたいと思います。今回は貴重なご意見、
誠に有難う御座いました。（総務課） 

トイレは戸を開くと 1つなのはアットホームみ

たいで良いが手荷物を置くところが欲しい。 
めまい外来のビデオは有益。 

採尿用トイレを増やしてほしい。 

トイレの数を増やしてほしい。 

トイレでちょっと大きめのカバン等の物をおけ
る場所があったらよいと思います。 

トイレ自動にして。 

ご意見の程、有難う御座います。トイレ洗浄の自動化に
つきましては、設備の入替を伴うため、直ぐには改善が

難しい問題です。ご理解下さいますようお願い申し上げ

ます。今回は貴重なご意見、誠に有難う御座いました。
（総務課） 

トイレが圧倒的に少ない。（特に女子トイレ） 

この度は貴重なご意見、誠に有難う御座います。トイレ

の台数につきましては院内の構造上、直ぐには改善が難

しい問題です。現在、対応策を検討中となりますので、
ご理解くださいますようお願い申し上げます。男子トイ

レ、女子トイレ共に受付前に 1 ヵ所（2台）、西棟に 1 ヵ

所（1台）御座います。その他男女共用トイレが 14番処
置室、16番検査室の横に 1台ずつ御座いますので、ご利

用頂ければと思います。今回は貴重なご意見、誠に有難

う御座いました。（総務課） 

採尿のトイレが少なすぎる。待合い含め室温が

あつい。外との寒暖差がはげしい。 

この度はご指摘を頂き、誠に有難う御座います。トイレ
の台数に付きましては、院内の構造上、直ぐには改善が

難しい問題です。待合室の室温につきましては、患者さ

んの年齢、容態を鑑み、調整さえて頂いておりますの
で、ご理解いただけますようお願い申し上げます。今回

は貴重なご意見、誠に有難う御座いました。（総務課） 

採尿室水洗バルブレバー式に変えてほしい。

（手指の衛生） 

この度はご指摘頂き、誠に有難う御座います。水洗バル

ブレバー式への交換要望につきましては、設備の入替工

事が発生するため、直ぐには改善が難しい問題です。ご
理解いただけますようお願い申し上げます。今回は貴重

なご意見、誠に有難う御座いました。（総務課） 
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ご 意 見 回 答 

①受付の人の対応はすばらしい（女性）案内の仕

方、言葉使い等、今後も続けて下さい。 
②看護師さん、先生の説明もよいです。 

③トイレのせまさ、便器の少なさを改善してほし

い。 

この度はお褒めのお言葉及び、ご指摘の程、誠に有難う御
座います。トイレの台数不足につきましては、院内の構造

上、直ぐには改善が難しい問題です。現在、対応策を模索

中となりますので、ご理解いただけますようお願い申し上
げます。今回は貴重なご意見、誠に有難う御座いました。

（総務課） 

トイレはもう少し清潔にしてほしい。透析の待
合室、ドアの開閉が遅いため冬場は寒い。 

この度はご不快な思いをお掛けし、申し訳有りませんで
した。清掃担当者へは患者さん目線に立った清掃を実施

する様、指導を致しました。ドアの開閉速度につきまし

ては、速度調整が可能ですが、安全にご利用いただける
よう、現在の開閉速度に調節させて頂いております。ご

理解くださいますよう、お願い申し上げます。今回は貴

重なご意見を下さり、誠に有難う御座いました。 
（総務課） 

透析室近くのトイレに荷物置き場がほしい。 

この度はご不便をお掛けし、申し訳有りませんでした。
荷物置場設置につきましては、室内スペースを確認の

上、設置により不都合が発生しないかを調査したいと思

います。今回は貴重なご意見、誠に有難う御座いまし
た。（総務課） 

診察室のドアが開けにくい。トイレが少ない。 

この度はご不便をお掛けし、申し訳有りませんでした。

診察室のドア開閉につきましては、今後補助器具の設置

等、改善策を実施させて頂きたいと思います。トイレに
つきましては、院内の構造上、直ぐには改善が難しい問

題です。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程お願

い致します。今回は貴重なご意見、誠に有難う御座いま
した。（総務課） 

病棟のトイレが少ないように思いました。ゆっ

くり使うことが出来なかった。 

この度はご不便をお掛けし、申し訳有りませんでした。
院内の構造上、現状では改善が難しい問題です。何卒ご

理解の程お願い致します。今回は貴重なご意見を下さ

り、誠に有難う御座いました。（総務課） 

トイレが少し狭く点滴しながらだと大変です。

ウオシュレットのスイッチ部分が何日も汚れて

いました。 

この度はご指摘を頂き、有難う御座います。清掃の不備
につきましては、清掃担当者へ今以上に患者さんの目線

で清掃を行なう様、指導を行ないました。トイレ内につ

きましては、ご不便をお掛けし申し訳御座いません。院

内の構造上すぐには改善が難しい問題です。ご理解の程

お願い致します。貴重なご意見、誠に有難う御座いまし

た。（総務課） 
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ご 意 見 回 答 

西棟３階男子トイレ大使用のレバーが硬く、水
を流すのに大変苦労、力入れてすべって転ん

だ。入院のフロアー休む所なし。あるのは高齢

者の食事で占拠（西 3Ｆ）病室は天井の照明の
位置がズレ、しかも長時間つけているとバチバ

チ点滅する。障害者なのでわからないが、玄関

前の障害専用が少ない。 

この度は、貴重なご意見及びご指摘を頂き、誠に有難う

御座います。西棟 3階男子トイレのレバー及び照明の不

具合により、ご不便をお掛けし申し訳有りませんでし
た。不具合に関しましては、早急に対応させて頂きま

す。照明に関しましては状況を確認し、機器の交換等を

行い対応致します。休憩スペース、玄関前の障害者スペ
ースにつきましては、病院の構造上、設置するスペース

に限りがあり現状困難です。今後も快適に入院生活を過

ごして頂ける様に努力致しますので、ご理解下さいます
よう、お願い申し上げます。今回は貴重なご意見、誠に

有難う御座いました。（総務課） 

東 3階の車イス用のトイレはいつできるのだろ
う。コインランドリーがあれば便利だと思う。

他の病院では普通にある。売店の商品の種類が

少なすぎ。（コンビニくらいの規模にしてほし
い） 

この度は貴重なご意見有難う御座います。入院中はご不

便をおかけいたしました。コインランドリーの設置につ

いては、構造上設置するスペースに限りがあり、現状で
は設置は困難です。費用はかかりますが、私物洗濯をお

受けすることも可能ですので、宜しければご利用いただ

ければと存じます。売店の商品数に付きましては、利用
者数を鑑み調整させて頂いております。ご理解ください

ますよう、お願い申し上げます。今回は貴重なご意見、

誠に有難う御座いました。（総務課） 

トイレにも消毒液を置いて欲しい。 

トイレ後の手洗いには、石鹸と流水で手を洗い、ペーパ

ータオルで拭き上げられるようにしています。これは感
染対策上も効果的な手指衛生の方法です。ご理解いただ

き、引き続き感染対策の実践にご協力をお願いいたしま

す。（感染対策室） 

駐車場から入り口が遠い。 

現在、感染対策の１つとして院内の出入り口を東棟正面
玄関片側のみにさせて頂き、院内に入られる方全てに、

検温と健康チェックをさせ頂いております。新型コロナ

ウイルス感染が終息しましたら駐車場側の入り口も開放
させて頂く予定で御座います。感染拡大防止のため、ご

理解とご協力の程何卒よろしくお願い致します。 

 
採血の待ち時間に関してご不快な思いをさせてしまい申

し訳御座いません。採血を行っていない間も準備や環境

整備など、医療事故を防止するための業務を行っており
ます。患者さんに安全な医療を提供するため、ご理解の

程よろしくお願い致します。（総務課） 

裏側の駐車場は広くて良いのですが、入口が封
鎖されているので、足の悪い自分にとってはや

や不満です。 

駐車場(裏)へ建物から出られるようにしてほし
い。 

駐車場側の扉から入れず、反対側に回らなけれ

ばいけなかったので、母が高齢だった為、歩く
のが大変だった。 

駐車場側の入り口入れないのが不便。 

障害者用の駐車場が少ない。裏側から入れない

から入るようにしてほしい。採血をしている人
がいないのに待たされる。 

駐車場から玄関までが天気が悪いと大変です。 
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食事に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

塩分やカロリーなど栄養素に注意するのは当た

り前のことであるが、素材の味を生かす工夫や
だしを丁寧にとって活用するなど努力を感じな

い。総じて変な味がします。 
貴重なご意見有難う御座います。一般常食の献立とカロ
リー量は各病棟に週間献立表として掲示させていただい

ています。治療食を召し上がっている患者さんにはご希

望があれば管理栄養士が献立表をお持ちしております。 
量に関しては主治医の指示のもと、必要栄養量に応じて

食事量を決定しております。 

味に関しては日本人の「食事摂取基準 2020年」より、塩
分摂取量の目標値が成人病予防の観点から、男性女性の

平均で 7.0g と厳しくなりました。病院は治療を優先する

場所であるため、目標値を 7.0ｇで献立を作成しておりま
す。香辛料やだしを活用し減塩食でも美味しく提供出来

るよう改善して参ります。（栄養科） 

うす味に不満あり。 

煮物の味が薄い。 

カロリー表示がない。量的に少ない。味がうす

すぎる。 

今回、特に病気という事でもなかったが、カロ
リー計算をされての食事だと思いますが、味が

薄かった様に感じます。 

朝食のメニューが乏しい。 
貴重なご意見有難う御座います。給食委託会社と定期的

に献立会議を重ね、季節の食材も取り入れながら変化を
付けた献立の提供ができるよう、また、朝食メニューを

増やしていけるよう努力して参ります。 

ボリューム感が不足しがちなメニューに関しては内容の
見直しを行い、改善に向けて検討致します。（栄養科） 

毎食おなじものが多い。 

おかずすくない感じでした。 

献立がもの足りない。 

いがいとしょっぱい（つけもの）11/7の朝食の

なぞのしょうゆ 

漬物は市販の商品を使用しております。11 月 7 日朝の醤
油パックに関しては焼き鮭に使用する物でした。 

（栄養科） 

全てにおいてもう少し量がほしい。種類が少な

い。 

病院食に関しては主治医の指示のもとに食事エネルギー
量が決定しております。量に関しての要望がございまし

たら随時主治医と相談いたします。おかずの種類に関し

ては、献立担当と管理栄養士で献立会議にて内容改善し
て参ります。 

（栄養科） 

麺類があればと思う。 

塩分調整や治療の配慮から麺類は週 1回提供しておりま
す。塩分制限食などの治療食や嚥下食で提供できない場

合もございます。ご理解の程お願い致します。 

（栄養科） 

 

 

 

 



 9 / 27 

 

ご 意 見 回 答 

食事が（ごはん）が美味しくない。 

お米は石岡市のコシヒカリを使用しております。洗米・

水加減などお米の質を落とさないよう、美味しいご飯が
炊けるように調理指導して参ります。（栄養科） 

パン食が１日１回あると良かったです。 

ご飯中心のメニューのため、パン食は週 1回の朝食のみ

となっております。治療に差し支えない患者さんには、
ご希望があれば朝食をパンに変更することは可能です。

病棟看護師にお申し付けください。（栄養科） 

最初は高熱で食欲不振。ほとんど食べられなか

った。途中からパン、おかゆに替えてもらった
が、最初からおかゆの方が良いと思った。カレ

ーは少し塩味が強い。 

食事の摂取状況を見て主治医が食事内容を変更する事が

一般的です。カレーの塩分については献立担当と検討し

て参ります。（栄養科） 

ダシを色々使用する事による味のレパートリー

を広げおいしく頂ける料理に仕上げる。 

調理インストラクターに定期的に指導に入ってもらい、

技術向上に邁進していきます。（栄養科） 

夕食に魚が出た時、生臭ささが強く、それ以降

魚が食べられなくなった。味が感じられない。 

不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。生臭さを
出さないための下処理など、調理師がきちんと実施でき

る様に指導して参ります。（栄養科） 

ご飯が硬い。 
ご飯の水加減は固定量で実施しております。お米の乾燥
時期などの変化に合わせ水加減を微調整し、程良い硬さ

のご飯を提供できる様指導して参ります。（栄養科） 

魚が多い。お肉が欲しかった。 
魚料理も肉料理も 3食の中で毎日どちらも必ず提供して

おります。（栄養科） 

味が濃い日と薄い日の差が大きい。5日のうち

メインが 2回白身魚だった。 

1日の必要塩分量の範囲内で献立を作成しております。今
後、味にムラが出ないように調理師に指導して参りま

す。魚の種類に関しては患者さんの状態に合わせて使い

分けております。（栄養科） 

食事が美味しいと期待していたので、そのわり

には普通かなあと。入院食だからそんなもの
か。 

調理インストラクターに定期的に指導に入ってもらい、

美味しい料理を提供出来るよう技術向上に邁進して参り
ます。また、給食委託会社と定期的に献立会議を重ね、

季節の食材を取り入れながら、変化を付けた献立を作成

し、ご期待に添えるような食事提供ができるよう、努力
をして参ります。（栄養科） 
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ご 意 見 回 答 

食事量の相談が欲しかった（少なく感じた）食
事制限無かったので。 

治療目的の食事に関しては管理栄養士が訪問しておりま

すのでご相談ください。一般食を召し上がっている患者
さんは病棟看護師にお申し付けください。看護師と連携

し、その都度対応して参ります。（栄養科） 

やたらとプリン等のカップものに頼りすぎだと

思う。タイみそやたら登場するが、どんな効能
があるのだろうか。食札にはメニューとカロリ

ー数を明記してほしい。（他の病院ではやって

いるところもある） 

貴重なご意見有難う御座います。プリン等のカップもの
に関してですが、蛋白コントロール食を提供している患

者さんに対してはカロリーアップのため、治療食用のプ

リンやゼリーを併せて提供しております。蛋白コントロ
ール食は蛋白質を制限した食事ですので、エネルギーを

充足させる事が難しく、エネルギー確保のために治療食

用のプリンやゼリーを献立に組み込んでおります。同じ
商品がなるべく重複しないよう、今後はカロリーアップ

の食品種類を増やす等検討させて頂きます。 

 
鯛味噌の頻度が多いとのご意見につきましては、塩分の

関係上、塩分制限食ではない献立には漬物を使用できる

のですが、塩分制限食では漬物を使用する事が出来ず、
代わりに練り物である鯛味噌や練梅を使用しておりま

す。また、蛋白コントロール食でも塩分の関係上漬物を

使用する事が出来ないため、効能等とは関係御座いませ
んが、代わりに鯛味噌などの練り物を使用しておりま

す。今後は同じ種類が重複しないよう献立作成して参り

ます。 
 

食札に関しましては、献立作成システムと食札印刷シス

テムが別であるため、現状の食札にメニュー表示、カロ
リー表示を記載する事は難しい状況です。今後システム

変更の際など導入の検討をさせて頂きます。（栄養科） 

プラスチックの汁物は臭いや味が移る。米の硬
さにバラツキがある。おかずに不満。 

貴重なご意見有難う御座います。院内感染対策を目的

に、使い捨て食器を使用する場合がございます。今後使

用してく場合には発注段階でサンプル商品を頼むなどし
て商品の見極めをして参ります。 

お米の硬さに関しては、お米が乾燥したりなどの変化に

合わせ水加減を微調整し、程良い硬さのご飯を提供でき
る様指導してまいります。 

おかずの種類に関しては、献立担当と管理栄養士で献立

会議にて内容改善して参ります。（栄養科） 

ごはんかたい。味薄い。デザート少ない。 

デザート類は、毎日 1回は果物や乳製品・フルーツゼリ

ームースなどを提供しています。食事内容に関しまして
は今後改善検討させて頂きます。（栄養科） 
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ご 意 見 回 答 

喉が痛いのに普通食だった。手術後、食事の管

理がされていないのに驚いた。途中から看護師
さんがミキサー食に変更してくれて食べられる

物があったのでありがたかった。 

入院時や手術後の患者さんの状態に合わせた食種・形態

の指示を頂くことで食事を準備して提供しております。
患者さんの状態に合わせた指示を主治医に依頼致しま

す。（栄養科） 

パン食が多かったのが残念でした。 

パン食は月曜日朝のみの提供となっております。患者さ

んからの希望や医師の指示があった場合のみ毎朝や毎食

の提供をしております。（栄養科） 

ご飯の量が多かった。 
主治医の指示の元、必要栄養量に応じてご飯量は決定し

ております。（栄養科） 

病院食を久しぶりに頂きました。毎回汁物がぬ
るくさめてしまっていたのが残念です。ヤクル

トやヨーグルト等が欲しかったです。 

適時適温で食事を提供出来るよう努めて参ります。乳製

品は朝食を中心に牛乳とその他乳製品を提供させていた

だいています。週 2～3回程度ヨーグルトやヤクルトにな
る日があると思います。（栄養科） 

お味噌汁は今まで入院した病院のなかで一番美

味しくなかった。 

だしや・味噌を入れるタイミングなど工夫し、美味しい
お味噌汁が提供できるように改善して参ります。 

（栄養科） 

美味しかったです。病院食として適切な味付

け。冬はミルクはつめたかった。 

お褒めの言葉有難う御座います。牛乳はホットでの提供
も可能です。ご要望がございましたら病棟看護師にお申

し付けください。栄養科にて対応致します。この度は貴

重なご意見有難う御座います。（栄養科） 

 

受付・会計に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

支払いをカードでできるように。 

ご不便をおかけしております。現在、カード支払いが出
来るようにクレジット会社も含めて調整中です。もうし

ばらく現金でのお支払いにご理解、ご協力をお願いいた

します。貴重なご意見ありがとうございました。 
（医事課） 

支払カ－ドが使えると便利 待ち時間表示され

ると良いと思う。 

入院費だけでもカード支払いができるようにし

てほしい。 

クレジットカード決済の使用可能になってほし

い。 

支払いをクレジットにしてほしい。 
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ご 意 見 回 答 

受付はもっとわかりやすく、ゆっくり話してほ
しい。 

ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。頂いた

ご意見を部署内で共有し、ゆっくり解りやすく応対する
よう指導してまいります。貴重なご意見ありがとうござ

いました。（医事課） 

受付が機械化されたが全く便利と思えない。複

雑で覚えられず不満が増します。見直すべき。 

ご不便をおかけして申し訳ございません。現在、午前中
は案内係を配置しておりますので、お声かけ下さい。次

期、システム改修時には、皆さまからのご意見を参考に

し、運用方法を検討させていただきます。（医事課） 

会計がやりにくい。 

自動精算機の使用方法につきましては、メーカーと、よ
り便利な精算機となるよう調整を進めたいと思います。

操作方法につきましては定期的に待合のテレビにて放映

しておりますのでご参考にしていただければと思いま
す。また、午前中は案内係を配置しておりますのでお声

かけください。午後につきましても、受付にお声かけい

ただければご説明させていただきます。ご不便をおかけ
して申し訳ございません。（医事課） 

お互いの声が通りにくい状態の為、マイク等の

拡張期があると良いかと思いました。(主に受付
などの対面） 

ご不便をおかけして申し訳ございません。現在、コロナ

禍のためシールドがあり、通常時よりも声が通りにくい

状況となっております。診察室でマイクを使っておりま
すので、受け付けでもマイクを使用すると、患者さんに

ご迷惑かと思い使用しておりませんでした。今後は検討

していきたいと思います。まずは患者さんに分かりやす
くご説明できるよう指導してまいります。貴重なご意見

ありがとうございました。（医事課） 

受付係の人が大変そう。もう少し簡単に受付が

できると良いと思う。 

貴重なご意見、そして当院職員をご心配いただきありが

とうございます。人員体制や受付の運用方法などの改善

を図り、スムーズな受付対応が出来るよう、検討して参
ります。（医事課） 

他の病院よりも会計の時間が長いと思う。 

お待たせして申し訳ありません。待ち時間の短縮につき
ましては、予約制の導入や機械化などにより対応してお

りますが、大幅な改善にはいたっていないのが現状で

す。引き続き、病院全体で待ち時間の短縮に取り組んで
まいりますのでご理解、ご了承をお願いいたします。貴

重なご意見ありがとうございました。（医事課） 

自動受付機があるが、受付後にどうすればいい

のかわからない。 

ご不便をおかけして申し訳ございません。自動受付機横
の案内掲示にて、受付後は「21 番外来案内へ」とご案内

させていただいております。患者さんの目に留まるよう

な工夫を検討してまいります。（医事課） 
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ご 意 見 回 答 

受付がもっとスムーズならいい。会計も機械で

いっぺんにできるとたすかる。 

ご不便をおかけして申し訳ございません。自動精算機で

受付・会計の両方が出来る機械なのですが、保険証など

の返却物がある場合は窓口会計となります。機械の操作
につきましてはメーカーと、より便利な精算機となるよ

う調整を進めたいと思います。ご不便をおかけいたしま

すが、ご理解いただけますよう宜しくお願い致します。 
（医事課） 

受付の方法が難しい（入口に案内係がいると助
かる。）入口で体温測定しないのですか？ 

ご意見ありがとうございます。現在、午前中は、案内係

を配置しておりますのでお声かけ下さい。午後につきま
しては、ご面倒をおかけしますが、受付にお声かけくだ

さい。体温測定の場所につきましては病院の構造上や導

線の問題もあり、現在の場所で実施しております。今後
も引き続き検討してまいりますが、ご理解、ご了承をお

願いいたします。（医事課） 

来院するのに電話してから来院でしょうか？受
付に聞いても分かりません。 

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。予約が

必要な診療科であれば電話での予約が必要となります。
今後は関係職員全員がきちんとご説明できるよう指導し

てまいります。（医事課） 

診察受付機が分かりづらい。タッチ反応が悪い。 

・予約でなくても当日予約を押すところ（予約診

察でなくても当日予約と言う言葉）予約なし。当
日受付のほうが良いと思う。 

・受付票、診察券をお取り下さいとアナウンスが

あるが、なかなか出て来ない。→只今、受付票を
準備中です。 

しばらくお待ち下さい。受付票、診察券をお取り

下さい。 
・受付したらファイルに入れ→受付カウンター

へ行く→人が説明しなくてもよいアナウンスが

ほしい。 
会計時もわかりづらく、間違いやすい。 

受付機、精算機の操作につきまして、ご不便をおかけし

ております。当院でも、タッチ反応や紙が出てくるタイ

ミングについて機械の業者に依頼し、少しずつ改善はし
ておりますが、患者さんにご満足いただけるような状態

にいたっていないのが現状です。今後は次期システム改

修時に、機械の検討をしていきたいと思います。貴重な
ご意見ありがとうございました。（医事課） 

やれることは出来ている。受付と精算機が別の

ほうが流れがスムーズ。 

当院の機械は、受付機と精算機が別に稼働することが出

来ず、ご不便をおかけしております。次回のシステム改

修時に更に便利になるように検討していきたいと思いま
す。貴重なご意見ありがとうございました。（医事課） 

会計がめんどうに感じる。 

ご不便をおかけして申し訳ありません、自動精算機と窓
口会計の場合があり、保険証の返却や、処方せんのお渡

しの場合は窓口のご案内となっております。ご迷惑をお

掛け致しますが、ご理解、ご了承の程お願い致します。
次回のシステム改修時に更に便利になるように検討して

いきたいと思います。（医事課） 
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ご 意 見 回 答 

初診で朝受付で待っていた時にいた受付の方が

説明が不十分でよくわからなかった。（男性） 

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今後は患
者さんにご理解いただけるような分かりやすい説明がで

きるよう指導してまいります。（医事課） 

閉院間際に会計待ちをしていた時レジ閉めを始

めてしまい、お金を数えるのを先にした為何分
も待たされ、途中で声掛けをしたら順番にやっ

ていますのでお待ちくださいと言われましたが

精算は待っている人が居なくなってからするも
のと思います。 

ご迷惑をお掛けして申し訳有りませんでした。通常でし

たら会計でお待ちの患者さんがいないのを確認したうえ

でレジ締めを行っております。レジ締めの操作を開始し
た後では現金をすべて抜き取ってからでないとレジが動

かせないため、会計をお待たせしてしまい申し訳御座い

ませんでした。今後はお待ちの患者さんがいないかよく
確認した上でレジ締めを行うように致します。 

（医事課） 

名前で呼び出される。受付番号を持っているの

で、それを掲示した方が周囲に知られなくてよ

い。支払をカードにして欲しい。金額が大きい
のでポイントもたまる。 

貴重なご意見ありがとうございます。患者さんのお呼び

出しについてですが、診察室のモニターに受付番号を表

示させるよう準備をしておりましたが、システム上の問

題があり実現できていない状況でございます。いましば
らくお時間をいただければと思います。また、クレジッ

トカードのご利用につきまして、現在、カード支払いが

出来るようにクレジット会社も含めて調整中です。こち
らにつきましても、もうしばらく現金でのお支払いにご

理解、ご協力をお願いいたします。（医事課） 

診察待ちの受付 No表示があれば良い。 
次期システム改修時に検討させていただきます。 
（ICT課） 

検温は病院入口で行わないと意味がないと思い

ます。受付を先にする時点で他の人にうつす可

能性があると思います。 

構造上の問題もあり、寒い中患者さんをお待たせするこ
とを回避すべく、また、「マスク対マスクでは濃厚接触

にならない」というエビデンスをもとに、マスクを着用

していることを確認させて頂き、受付を行った後に検温
を行うという流れになっております。（看護部） コロナ対策による入館時の検温の位置方法。 

会計等並ぶが狭い。 

（ソーシャルディスタンスが取り辛い） 

ご迷惑をおかけしております。建物の都合上、会計前に

関してはなかなかスペースを確保出来ておりません。今

後は椅子の配置替え等による改善が出来ないか検討して
いきます。（総務課） 

 

 

 

 

 

 

 



 15 / 27 

 

待ち時間に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

時間指定にも関わらず 60～90分も待たされる。 

ご指摘ごもっともです。どうしても、当日予約外の急患
さんや、病棟の担当患者さんの急変などにより、外来が

遅れてしまうことがあります。また、実際の予約枠より

多くの患者さんが予約されているのが現状です。医師

各々もなるべく時間通りを心がけますが、何卒ご理解の

ほど、お願い申し上げます。（医局） 

待ち時間短縮に努力願います。 

予約なのに１時間以上待つのは改善してほし

い。 

待ち時間長いと思います。 

院長の診察までの時間が長過ぎる。 

予約の時間があまり守られていないようです。 

予約を時間指定にしてほしい。 

普通○○時予約といったら遅れても 5分、10分
だと思いますが、一時間位平気で毎回待ちま

す。○○時と書かなきゃいいのでは？先着順な

らイライラしません！！最近耳鼻科にもかかっ
ていますがこちらは時間が書いていないので気

持ちよく待てますよ。2時間待たされた時もイ

ラつきませんでした。 

待ち時間が半分になればすごく良い病院になる

と思う。 

待ち時間が長い。 

①高森先生待ち時間長い。②担当医いない時カ

ルテ見ても適切な処方をしてくれない。③野尻

先生でない先生から乱暴な応対受けた④鉛筆書
きにくい。 

①ご指摘ごもっともです。どうしても、当日予約外の急
患さんや、病棟の担当患者さんの急変などにより、外来

が遅れてしまうことがあります。また、実際の予約枠よ

り多くの患者さんが予約されているのが現状です。医師
各々もなるべく時間通りを心がけますが、何卒ご理解の

ほど、お願い申し上げます。②適切な処方は診察した医

師が判断するものですのでお答えいたしかねますが、効
果がなかったことは残念です。③（乱暴な応対とは言葉

遣いでしょうか？）他のご意見への対応を含め、医師の

接遇に関しても改善していきたいと思います。④書きに
くい場合は交換致しますので何なりとお申し付けくださ

いませ。（医局） 

①待合イスのソーシャルディスタンスの表示が

ない。 

（耳鼻科） 
②待ち時間が予約通りにすすまない。（内科） 

①貴重なご意見有難う御座います。ご指摘の通り、耳鼻

科診察室前の待合スペースにはソーシャルディスタンス
の表示がされておりませんでした。早急に対応致しま

す。（総務課） 

 
②ご指摘ごもっともです。どうしても、当日予約外の急

患さんや、病棟の担当患者さんの急変などにより、外来

が遅れてしまうことがあります。また、実際の予約枠よ
り多くの患者さんが予約されているのが現状です。医師

各々もなるべく時間通りを心がけますが、何卒ご理解の

ほど、お願い申し上げます。（医局） 
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ご 意 見 回 答 

毎月来院していますが、点滴の準備が遅すぎ

る。カルテを出してから 40分以上の時もあった
（何回も）ベッドに行ってからも待たされる。

点滴をうつ時、何回も針で探られていたい。採

血した血液を放置されて 2回とられた事もあ
る。人として感じはいいが、Ｎｓの質を向上し

てほしい。正直下手すぎる。主治医の先生が他

へ行かない限りここへ来なくてはならないので
辛い。インフルエンザの薬代が高すぎる。予約

を入れているのに 30分以上待たされる。 

お待たせしてしまい、誠に申し訳ありません。迅速に安

全に準備・実施できるよう努めます。さらに看護師一人

ひとりの技術の向上に努めてまいります。外来処置室の
混雑状況により、お待たせしてしまうことがあります

が、少しでも待ち時間を短縮できるよう努めるととも

に、お声掛けをして参ります。(看護部） 

デジタル化（待ち時間予想のお知らせが欲し
い） 

貴重なご意見ありがとうございます。現在のシステムで

はご案内ができない状況です。今後、システム改修時に
皆様からのご意見も参考にし、検討させて頂きます。 

（医事課） 

急患で診察が止まることがあるので遅れの情報

を通知してほしい。会計の待ち時間は最近減っ
た。事務方は患者の対話がうまく気遣いがどな

たに対しても同じく接している人がいる事務的

対応ではないので良い。 

貴重なご意見ありがとうございます。事情により診察が
中断する際は、その旨アナウンスすることになっており

ます。ルールを徹底するよう担当者に指導してまいりま

す。事務職員に対して、お褒めの言葉を頂戴し、ありが
とうございます。現状に甘んじず、今後も患者さんに親

身な対応を心掛けてまいります。（医事課） 

 

待合室に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

待合室のドアが開くと冬は特に冷たい風が入り

非常に寒い。 

ご迷惑をおかけしております。現在、感染対策の観点か
ら、待合室等にて間隔をあけて座って頂いております。

座れない患者さんがいらっしゃった際は折り畳みの椅子

を出しておりますが、建物の都合上、どうしても座れる
スペースを確保出来る場所が限られてしまいます。何卒

ご理解の程お願い致します。 

 
待合室が寒いというご意見は以前より頂いており、当院

といたしましても暖房の温度設定や風除室の自動ドアの

感度を変え、外の冷気が出来るだけ入ってこないよう対
策をこうじておりますが、建物の都合上なかなか改善出

来ておりません。今後も引き続き業者と相談の上、出来

るだけ早い対応を致します。（総務課) 

清潔、室温も OK。広さだけです。難しいですが

密が避けられない。 

コロナになってから待合室の間隔をあけるので
座る所がなく席を探すのが大変。 

待合室が狭い。ソーシャルディスタンスがとれ

ないので立って待つことになった。 

待合室が狭い、寒い、入口の近くは寒すぎる。 

会計を待つ間、扉の開閉で入ってくる冷気が

時々気になります。強いて言えばですが。 

会計、診察待合スペースが密になっているので
できればスペースを広くした方がいいと思いま

す。 

待合室がせまいと思う。 

待合室に外の風が直接入ってくる。 

待合室を広くしてほしい。 
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接遇関係のご意見 

ご 意 見 回 答 

耳鼻科の診察室プライベートなし。診察室の人
が多い。 

不快な思いをさせてしまい申し訳御座いません。耳鼻科
医師を増員し、より多くの患者さんに対応できるよう現

在のような体制になりました。耳鼻科診察室に関しては

増設の話も出ていますので、改修する際の参考にさせて
頂きます。（総務課） 

乱暴な言葉で言われた先生に。 申し訳ございません。（医局） 

外来の方々の対応は良いと思います。 

病棟の看護師さん達の連携に不安。 

ご意見ありがとうございます。病棟看護師の連携として
申し送りがありますが、伝達がうまく伝わらなかったこ

とと思われます。不安にさせてしまい申し訳ありません

でした。情報の伝達方法を見直しながら、患者さんによ
り信頼を持っていただけるよう努力致します。 

（看護部） 

長く待っている人に声かけすべき。 

貴重なご意見ありがとうございます。配慮が足りず申し

訳ありませんでした。いただいたご意見を職員で共有

し、今後はお声掛けしていきたいと思います。 
（医事課） 

休日具合が悪くなり電話をしてから病院に行き
ましたが、先生から「また苦しくなったら違う

病院に行ってください」と言われた。かかりつ

け病院だからと電話をして確認を取ってから受
診したのに、すごく冷たい対応で家族としては

この病院で大丈夫なのかなとずっと不信感が残

っています。 

大変申し訳ございません。休日は非常勤医師の輪番制と
なっていますので、かかりつけの患者さんの認識が欠け

ていた可能性がございます。担当者に確認して、改善を

図りたいと思います。（医局） 

主治医と会話が少ない。聞きたいことがたくさ

んあるが、忙しいのかベッドの前を素通り。順
番に回って話を聞いてほしい。 

一度の透析で約 40人の患者さんがいらっしゃるので、な

かなかお一人ずつと十分な時間が取れないことがござい

ます。申し訳ありません。まず担当看護師に申し出てく
だされば、主治医も時間を取るように調整します。 

（医局） 

受付の対応が良い。送迎ドライバーも親切。看

護師、技師も親切。先生もわかりやすく説明し

てくれて満足。 
ベッドサイドでの先生の声が大きくプライバシ

ーが保たれていない。 
限られた時間で多くの患者さんとお話するためには透析

ベッドでお話しすることは避けられません。病状に関す

ることをお話しする別の機会を設けるなどの対応が必要

かもしれません。患者さん個人個人でご要望が変わって

くるので個別の対応を検討致します。（医局） 

透析室の各自のベッドが近いため医師の患者に

対する助言や叱責等大きな声で周りに全部聞こ

えてしまい、プライバシー保護からはほど遠い
環境なので本人にだけ聞こえる声量で話をして

ほしい。 

 

 

 

 



 18 / 27 

 

ご 意 見 回 答 

多くの素晴らしい医師や看護師の方々がいらっ
しゃいます。ただ一つ残念なのが、特にご高齢

の患者さんへの接し方です。人生の大先輩であ

られる方々に対して、もっと適切な話し方、接
し方ができないものでしょうか。私も含め、本

人の聞こえる所で悪口のような事を仲間内で話

すなど論外です。スタッフの方々の苦労もおあ
りでしょうから、仕方ないのかもしれません

が、そういった風土がなくなれば、間違いなく

もっと良い病院になれるのに、もったいないと
思います。 

ご指摘ありがとうございます。患者さんを尊重した看護

を提供するにあたり、コミュニケーションはとても重要
です。言葉 1 つ 1つが不安にもさせてしまうことを今一

度教育してまいります。（看護部） 

当日最後にエコー検査があり、寝台に前の方の

ゼリーが付着していた。私が気が付いて指をさ
すが技師の方は拭こうともしない。そして自身

の検査で使用したゼリーが服についてしまい拭

くすべもなく、とても不快な思いがした。いつ
もの技師さんなら、タオルでよく拭いて下さる

のに。もっと所作を学んで欲しい。年配の方の

朝（お茶を入れて下さる）挨拶には、とても言
葉かけが温かく、気分良く感じた。寝たきりの

患者の人にも看護師さん達が、とても優しく声

かけがあり気持ち良く感じました。 

検査時不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませ
んでした。安心して検査を受けて頂くため、常に患者さ

んの立場を考えながら丁寧な対応をすること、検査終了

後にベッドを拭くなど検査環境を清潔に保つことを心が
けておりますが、今回ベッドが汚れていたことに加え、

患者さんへ失礼な対応をしてしまいましたことに深くお

詫び申し上げます。今後このようなご指摘を頂くことの
ないようスタッフに指導し、患者さん一人一人に丁寧な

対応を心がけてまいります。（検査科） 

 

駐車場に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

障害者駐車場が少ない。 貴重なご意見有難うございます。障害者駐車場につきま

しては、現在東棟玄関付近に 1 台、西棟側駐車場に 3台

のスペ－スを確保しております。今後、状況を把握しつ
つ調整を行いたいと思っております。何卒、ご理解の

程、よろしくお願い致します。（総務課） 

車いす用の駐車場を増やしてほしい。 

車椅子のカーペースを少し多くして戴きたいで

す。 

駐車スペースを広くしてほしい。 貴重なご意見有難うございます。駐車場につきまして

は、限られたスペ－スの中、多くの患者さんに利用して
いただくため、業者とも綿密に計算した上、現状に至っ

ております。何卒ご理解の程、よろしくお願い致しま

す。（総務課） 

駐車場が狭い 車の出し入れ大変 待合室の椅
子の並びが不満あり。 

時間帯によって駐車場がいっぱいでどこに停め

ていいか分からなかった。 

貴重なご意見有難うございます。駐車場につきまして

は、以前より要望があり、2年前、西棟側駐車場を 99台
分増設いたしました。時間帯及び曜日等で混雑すること

もあると思いますが、何卒、ご理解の程、よろしくお願

い致します。（総務課） 

駐車場の位置が分かりにくい。 

貴重なご意見有難うございます。駐車場の位置につきま

しては、建物の配置・導線上変更することはできませ

ん。今後は、案内図及び看板等を改善し、皆様にも分か
りやすくなるよう、調整を行います。（総務課） 
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清掃に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

先生スタッフ皆さん感じよかった。ただ、診察

室前の椅子の下とかほこりがたくさんで残念。 

この度は貴重なご意見、誠に有難う御座います。清掃担
当者への通知及び指導を致しました。今後、更なる院内

環境の向上へ向けて努力致します。（総務課） 

廊下の端に綿ボコリがあったりします。皆さん
土足ですから仕方のない部分がありますが、ク

モの巣もあったりします。もうちょっと掃除が

行き届けば清潔感抜群になります。 

この度はご指摘を頂き、誠に有難う御座います。清掃担

当者へは、今後更なる掃除の徹底をする様、指導を行な
いました。（総務課） 

空調設備は整って居ると思いますが、ベッド周

りを掃除して下さる際、換気やホコリが舞わな

いか。患者として気になりました。４Ｆの入浴

室の床が古いのでしょうか。汚れは目立ちませ

んが素足で歩くのが不快に感じました。 

この度はご不快な思いをさせ、申し訳有りませんでし

た。清掃につきましては、院内清掃マニュアルの手順に

従い、病室内に埃等が舞わない様、清掃スタッフへの周

知を行なっております。今後、更に清掃時には周囲への

配慮を行なう様、指導を行ないます。入浴室の床につき

ましては、現在、対応策を検討しております。貴重なご
意見、誠に有難う御座いました。（総務課） 

 

売店に関するご意見 

ご 意 見 回 答 

タイミングも悪かったが、売店が休み多く利用
出来なかった。 

この度はご不便をお掛けいたしました。現在のコロナ禍
において営業日を縮小して運営しております。営業日
は、（水）（日）（祝）を除く、9：00-17：00となって
おります。ご不便をおかけ致しますが、ご理解の程お願
い申し上げます。（総務課） 

新聞、雑誌など多く欲しい。 貴重なご意見有難うございます。現状の売上部数推移を
みて、今後の品ぞろえに反映させてまいります。 
（総務課） 

売店の品ぞろえを増やしてください。本が読み
たかったので。 

院内売店を大きくしてほしい。 

現状確保できるスペースに売店を配置しております。大

きな売店ではございませんが、皆様にご不便をお掛けし

ない様な営業とサービス提供につとめてまいります。ご
理解の程よろしくお願い致します。 

（総務課） 

 

送迎バスに関するご意見 

ご 意 見 回 答 

PMのシャトルバスの本数を増やしてほしい。 貴重なご意見有難うございます。送迎バスにつきまして

は、以前より要望があり、午後の便及び伊奈方面の増便

を検討しております。ご迷惑をお掛け致し申し訳ありま
せん。（総務課） 

送迎バス本数増やして。 
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その他のご意見 

ご 意 見 回 答 

入院後の経過、治療、病名などを知らせてほし

かった。ベッドに入れっぱなしでなく、もっと

歩かせてほしかった。 

入院時の病名等は基本的に入院診療計画書に記載してお

渡ししておりますが、その後の経過に関してはその都度

の説明が必要になります。主治医としては病状に大きな
変化がないとの認識でも、患者さん個々人としては毎日

心配なことはお察し致します。今後はより細かな対応を

心がけます。また、現在感染対策のため、病棟内を自由
に歩くことはお控えいただいております。必要に応じて

リハビリ等で対応して参ります。この度は配慮が行き届

かず、申し訳ありませんでした。（医局） 

診察時間を長くしてほしい。 

現状として、医師の診察能力（時間的に）に対して、よ

り多くの患者さんがいらしてくださり、お待たせしてし
まうことが多くございます。お一人ずつの診察時間を長

く取れれば良いのですが、なかなか厳しい状況です。ご

病状に応じて、診察時間と別に時間を取ることを検討さ
せていただければと思います。(医局） 

こういう事を書くのは申し訳ないのですが、診

察の際に院長先生が素足でサンダルのまま水虫

の足をボリボリかいた手でちょうしん器を肌に
あてられるのは、とても不愉快でがまんできな

い。 

人の習慣を変えることはなかなか難しいことですが、感
染対策の一環としても職員一同注意していきたいと思い

ます。患者さんからもご指摘いただければ幸いです。 

(医局） 

午後透析の場合、エコー等の検査が入っている

場合透析時間が後ろにずれ帰宅が遅くなる。検

査を午前中にシフトできないか。 

ご意見ありがとうございます。透析患者さんの午後の腹

部エコーは 13:30を専用枠として設けております。送迎

を利用せずご自身またはご家族の送迎で来院される方は
13:10～13:15 透析開始となる為、13:30～の検査ではお帰

りが遅くなってしまいます。午前中の最後 11:50に予約

をお取りする事が可能です。但し検査が早く終わっても
透析の入室を早める事はベッドの都合上出来ない為検査

後の待ち時間が発生します。午前の検査を御希望の場合

はお申し出ください。（看護部） 

換気を十分に行ってはいかがでしょうか（担当

者を決めるなどしっかりと） 

ご意見ありがとうございます。透析室の換気は毎時 45分

～00分 の 15分間行っております。タイマーをかけ担当
者も決まっております。窓周囲の患者さんにはその都度

声かけを行っておりますが窓から離れているベッドの患

者さんは換気が不十分とお思いになられるかもしれませ
ん。申しわけありませんでした。（透析室） 
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ご 意 見 回 答 

水曜日の医師とのコミニケションが取れていな

い。透析科の医師との会話少ない。レントゲン

の結果はどうなのか等。看護師、技師の服が統
一されていない。 

ご意見ありがとうございます。水曜日は腎臓内科の非常 
勤医師が担当しております。当日の処方や指示は看護師

から依頼しています。現在、感染対策で回診を控えてお

りますがお申し出頂ければ患者さんのベッドサイドへ伺
い診察を依頼する事も出来るため担当看護師へお申し出

ください。（看護部） 

 
お申し出頂ければ患者さんのベッドサイドへ伺い診察さ

せて頂きます。（医局） 

自販機の場所わかりにくい。 

貴重なご意見、ありがとうございます。フロアー案内図
の作成を検討致します。その中に自動販売機、消火設備

等の表示を入れてまいります。 

（総務課/広報室） 

換気のせいか廊下が寒い。 

ご迷惑をおかけしております。東 2階病棟に限らず、院

内の各所にて感染対策のため、定期的な換気を行ってお
ります。ご理解ご協力をお願い致します。（総務課） 

専門的なものが揃っており非常に良い、検査が

複数あるとき施設内をあちこち歩き回るのは若

干大変。 

貴重なご意見有難うございます。処置室や CT室、MRI室

などは仰る通り離れております。使用する機器や建物の
構造上、現在のような配置になっております。何卒ご理

解ご協力の程お願い致します。（総務課） 

自動販売機が少ない。 

貴重なご意見有難う御座います。現在設置されている自

動販売機は各階に 1台ずつと、確かに多くはありませ

ん。患者さんの出入りが多い外来スペースだけでも台数
を増やせないか、スペースの都合等考えた上検討して参

ります。（総務課） 

あまり歩けないので押して歩けるカート欲し

い。 

貴重なご意見有難う御座います。押して歩けるカートを

設置できないか、本部に提案してみます。院内には患者

さん用の車イスもご用意しておりますので、ご入り用の
際はお申し出ください。（総務課） 

駐車場からの舗道路があった方がいいのでは？ 

貴重なご意見有難う御座います。駐車場から病院までの
間は公道になりますので、当法人の判断だけでは出来か

ねますが、検討し、必要であれば市に対して申請させて

頂こうと思います。（総務課） 

院内のいたる所に掲示物が多すぎ。必要なサイ

ンや表示がわかりづらい。 

貴重なご意見、ありがとうございます。見やすい掲示物

環境に努めてまいります。（総務課/広報室） 

ＡＴＭの近くの角の木の枝をもう少し切って頂

ければ車で駐車場に向かう時見通しがよくなり
助かります。 

貴重なご意見有難う御座います。ご指摘頂いた木に関し
ましては当院の方でも見通しが悪く危険である、という

認識があり、伐採予定で御座いました。現在、既に伐採

されております。（総務課） 

病院の外にポストがあるといいな。 

貴重なご意見有難う御座います。他の患者さんの意見も

取り入れた上、ポストの設置に関して検討させて頂きま

す。（総務課） 
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ご 意 見 回 答 

毎年健康診断受けているが結果の郵送が遅い。
昨年は社内で一番遅く、こちらから電話して送

っていただきました。 

ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでし

た。健診結果のご報告につきましてはそれなりに遅くな

る理由がありまして、入力のチェック、保健師のチェッ
ク、医師のチェック等、段階を経てお返事しておりま

す。が、他の受診者様からも同じようなご意見を頂くこ

ともあり、できるだけ早くお返事ができますよう努力し
て参ります。（健康管理室） 

守谷第一病院をすすめる。 

貴重なご意見ありがとうございます。当院を受診してい

ただいた患者さんに満足していただき、周りの方に勧め

ていただける病院になるよう職員一同努力してまいりま
す。（守谷慶友病院運営本部） 

皮膚科、婦人科、作ってください。 

貴重なご意見ありがとうございます。診療科の設置につ

きましては地域の医療提供体制や当院の役割など総合的
に判断して決定しております。現時点では皮膚科、婦人

科の設置予定はございませんが、随時検討はしてまいり

ます。（守谷慶友病院運営本部） 

近くに路線バスのバス停があると助かります。 

ご不便をおかけして大変申し訳ございません。バス停の

設置につきましては残念ながら当院の要望だけでは実現

できない事案でございます。守谷駅と当院を往復するシ
ャトル便をご活用いただければ幸いです。 

（守谷慶友病院運営本部） 

コロナで入院しましたが、ＣＴの際、他の診察

の方の目が気になるので、診察時間外の方が良

かったです。 

コロナ入院の患者さんの検査は、通常外来診察終了後に行
っておりますが、病状や治療の過程で緊急に検査を実施す

る場合もあります。配慮と説明が足らず、申し訳ありませ

んでした。ご意見を真摯に受け止め、改善致します。 
（放射線科） 

室温がかなり暑く温度管理を気にかけてほしか

った。夜中暑くて汗びっしょりになった。 

不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。適

度な温度管理は看護をするうえで重要なことです。多床
室において、それぞれ患者さんのご希望に沿うことは出

来かねますが、適温とされる夏季 25～27度、冬季 20～22

度で調整を図れるよう指導してまいります。（看護部） 

買い物に行きたかった。 

売店へのご案内の配慮に欠けたと思われます。現在はコ

ロナ禍にあり、外出についてはご面会同様に制限をさせ
ていただいております。患者さん 1人 1 人のご意見を尊

重しながら、ご説明をさせていただきながら対応してま

いります。ご意見ありがとうございました。 
（看護部） 
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ご 意 見 回 答 

手術前、不安な時、点滴の針を 2 回失敗され、
とても不安が増してしまった。ベテランの方に

代わり、すぐに無事だったが、手術前、不慣れ

な看護師さんはさせないで欲しい。１回目筋肉
に刺し、人差し指、親指の痛みとしびれ、2回

目右腕液もれで腕がパンパンに腫れていまし

た。でも皆さん対応が本当に優しいし、見習う
べき。さすが慶友の看護師達でした。お世話に

なりました。 

技術不足により不安な思いや苦痛を感じさせてしまい申

し訳ありませんでした。技術の向上を図るべく教育をし

てまいります。ご意見ありがとうございました。 
（看護部） 

採血の隣のトイレ、ひざの悪い女性が数人、検

尿のため並んでおりましたが、おじさんが大便
をして出てこなくなり困りました。できれば、

検尿優先としてもらいたい。 

トイレの場所についてのご案内をより分かりやすくして

いきたいと思います。トイレ場所の表示を設けること
で、使用中の場合でも他の場所のトイレにて安心して行

えるよう配慮してまいります。（看護部） 

月 1回採血採尿で来院しております。血と尿同

時ではなくてバラバラのタイミングでもいいの

ではと思う。 

ご意見ありがとうございます。主治医の指示による検査
ではありますが、採血と同時の採尿を必要とする項目も

ございますので、診察の際に主治医にご確認いただきな

がら、患者さんに沿った検査が提供できればと思いま
す。（看護部） 

どこに行っては言うが、その後の案内が不明。 

ご案内が不十分であったと考えます。外来スタッフ一同

がわかりやすく説明できるよう努めるとともに、案内掲

示物の改善も検討致します。 
（看護部） 

入院中転倒したと連絡来たが、転倒して異常な
しなのに転倒するたびに連絡されてもなんと答

えてよいのか…1度は 22時頃電話で「考えが甘

いと言われた」８０歳を超えた老人に転倒する
たびに大声で注意していた。退院後、本人はと

ても気にしていた。 

ご心配、ならびに不快な思いをさせてしまい申し訳あり

ません。入院中に患者さんが転倒等何らかの事故が起き

た場合は、ご家族に報告するように指導しております。
ご連絡にあたり、ご家族への伝え方に問題があったと反

省しております。より患者さんを尊重した看護を提供で

きるよう、教育指導していきます。ご意見ありがとうご
ざいました。（看護部） 

大きな病院を受診することがほとんどなく移動

のたびに迷いました。初めての方にはその都度

説明してほしいです。 

初めての来院で、さぞ迷われたことと思います。大変申

し訳ありません。親切・丁寧な案内ができるよう、スタ

ッフ一同配慮してまいります。（看護部） 

採血はなるべく１度でお願いしたい。一度で済

むことの方が少ないので。 

採血の際に、何度も針を刺すことになり、大変申し訳ご

ざいませんでした。看護師の技術向上を最優先課題と

し、安全安楽な看護の提供を実施して参ります。 

（看護部） 

 

 

 

 

 

 

 



 24 / 27 

 

ご 意 見 回 答 

血液検査毎回診察のたび必要なのか？病気によ

ると思うが多い気がする。 

ご意見ありがとうございます。主治医の指示による検査

ではありますが、定期的な採血データを指標として治療

をすすめております。そういった診療の意図の説明が不
足している為、不安・苦痛を感じさせてしまい申し訳あ

りません。診察の際に主治医にご確認もいただき、患者

さんに沿った検査が提供できればと思います。 
（看護部） 

ベッドにあった白い布がなくなっていたのはな

ぜ。引き出しの下の所がしまらない。上の引き
出しを押し上げて入れれば入るけども。 

不具合があるままの環境を提供してしまい申し訳ありま

せんでした。患者さんの入院前に環境の確認を再度徹底

してまいります。白い布に関してはわかりかねますが、
ご心配に感じた時に尋ねやすいような雰囲気を作ってま

いりたいと思います。（看護部） 

血圧の測定器が二つあるが、差が激しくてあて
にならない。 

年 1回の定期点検を実施しており、点検前測定値の異常

報告はありませんでした。定期的に実測を行い確認をし
ておりませんでしたので、今後は計画し異常の早期発見

につとめたいと考えます。（医療材料室） 

診察室 2.3の事務がおしゃべりばかりしてい

る。 

患者さんには不快な思いをさせてしまい申し訳ありませ

んでした。不要な会話は慎み、必要な連絡事項などは声
の大きさを考え行います。(ドクタークラーク課） 

内科が入口横にあるため、人の出入りが多く、

感染リスクが気になった。 

貴重なご意見有難う御座います。建物の構造上、どうし
てもスペースを確保できない場所が御座います。病院と

いたしましても、患者さんには出来るだけ患者さん同士

の間隔をとって頂きたく思っておりますが、場所や時間
帯によってはなかなか難しいのが現状です。院内に入館

される患者さん、業者には受付にて検温、健康チェック

を行って頂いています。また、マスクの着用、入館の際
の手指消毒を徹底頂いております。完璧では御座いませ

んが、出来る限りの感染対策を実施しておりますので、

何卒ご理解の程お願い致します。（総務課） 
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ご 意 見 回 答 

当院の入口で、来院の方（車に乗ったまま）と

会計の方？記しているのは、どうゆう状況なの
でしょうか？必要な事とは思いますが、混雑の

元になっている場合が、2 度だけですけどあり

ました。一般道にも及んでしまいました。なか
に入れなくて・・・。2台です。良い事です

か？ 

ご迷惑、ご不便をお掛け致しております。発熱されてい

る患者さんの対応として乗車したままの受付対応として
おります。スムーズな対応を心掛け致します。 

(医事課） 

 
ご迷惑をおかけしております。現在、当院では発熱患者

さんと他の患者さんを分けて診察を行うため、敷地内に

発熱外来を設置し、発熱患者さんにはそちらでの対応を
行っております。また、発熱患者さんと他の患者さんの

会計が同じ場所にならないよう、事務員が伺い窓越しに

会計対応しております。仰られてる混雑の状況は恐ら
く、発熱外来会計で待っていた患者さんの会計が数名重

なってしまった際の状況だと思います。 

感染対策上、熱発患者さんには院外での会計が必要にな

ります。また、正面玄関が院内の会計に一番近いので、

場所の都合上そちらで待機して頂く事になっておりま

す。今後、出来るだけ複数の患者さんの会計が重ならな
いよう、配慮致します。ご理解とご協力の程よろしくお

願い致します。（総務課） 

コミュニケーションをもう少し取った方がさら

に良いと思います。 

より患者さんからも話しかけやすいような雰囲気づくり

をしてまいります。まずは笑顔でお話を伺うことから始
めます。ご意見ありがとうございました。（看護部） 

受付票とか紙片がたくさんあり落とす心配があ

る。ロビーで大声で職員と患者さんの話が聞こ
えてプライバシー等の心配もある。 

貴重なご意見ありがとうございます。次期、システム改

修時に受付票に関して検討していきたいと思います。患
者さんのプライバシーに対する認識、配慮が足りず申し

訳ありませんでした。職員には、患者さんのプライバシ

ーに配慮した対応ができるよう病院全体で指導してまい
ります（医事課） 

インフルエンザ等の予約が大変だった ワクチ
ンの確保大変だと思いますが改善の方よろし

く!! 

今年度のインフルエンザワクチンに関しては、入荷数が

定まらず、ご迷惑をお掛け致しました。安定供給してい
る場合はこのような事が起こらないと思いますが、今後

は予約システムを含めて改善に努めたいと思います。 

（医事課） 

診療科間の情報（検査データなど）共有がもっ

と進み、重複して検査しないようにすれば患者

負担や医療費を低減できるのではないでしょう

か？ 

ご指摘ありがとうございます。当法人内の医療機関で検

査したデータはすべて電子カルテ内に保存されており、

相互に参照できるようになっております。しかし、複数

の医師が診察しますので、似たような検査が多いのも事

実です。検査にはそれぞれ目的がありますので、ご不明

な点はその都度お問い合わせください。（医事課） 

検査結果等、検査表等を見せて分かりやすく説

明してほしい。 

検査結果を印刷し、医師が診察室でわかりやすく説明で

きるよう配慮致します。（医局） 

入院案内に Wi-Fi環境が表示されていたが、入
院してみて、どこにも案内がなかった。 

現在病棟全域に提供できるよう準備を進めております

が、予算の都合がありお時間を頂いております、しばら

くお時間を頂けますようお願い致します。（ICT課） 



 26 / 27 

 

ご 意 見 回 答 

入院案内。同じ様な内容のことを別の職員にも
何回もきかされて。デジタル化システム化出来

ないのか。 

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。電子カルテにヒ

アリングした内容は逐次記載しておりますが、確認の為

同じ質問をさせて頂くことがございます。ご容赦くださ
いますようお願い致します。（ICT 課） 

呼出しのアナウンスの声の大きさがマチマチで
聞きにくい（大きかったり小さかったり）呼出

しのディスプレーがありますがいつになったら

動作するのですか？ 

呼出しのアナウンスについては担当部署へ声掛けを行っ
てまいります。診察番号呼出し用システムについては、

次期システム改修時に再検討させていただきます。 

（ICT課） 

紙よりタブレットでアンケートしたほうが良い

と思う。 
ご意見いただきましてありがとうございます。費用のこ
ともありますので、今後の検討課題とさせていただきま

す。（ICT 課） 
アンケートを電子化してください。 
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分類 件数 ％ 

建物・設備 43 件 22% 

食事 31 件 16% 

受付・会計 25 件 13% 

待ち時間 15 件 8% 

待合室 10 件 5% 

接遇 10 件 5% 

駐車場 7 件 4% 

清掃 3 件 1% 

売店 4 件 2% 

バス 2 件 1% 

その他 45 件 23% 
 

 

今回頂いた改善希望のご意見 195 件を分類し

た結果が、左の表です。特にご指摘が多かった

ものは、建物・設備に関するご意見 43 件(22%)

であり、中でもトイレに対するご意見が 18 件と

最も多くを占めました。 

2 番目は食事に関するご指摘が多く、31 件

(16%)を占めました。内容としましては、食事の

味、量、献立に関する意見がその殆どでした。 

3 番目は受付・会計に関するご指摘が 25 件

(13%)であり、中でも「カードで会計出来るよう

にしてほしい」、「受付機が使いづらい」との

ご意見が多くありました。 

また，待ち時間が長い、待合室が寒い、狭い

等のご意見が多く御座いました。  
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