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患者様アンケートの意見のまとめ  
 

＊頂いたご意見に関しては、内容によっては一部修正している場合もあります

ので、ご了承ください。 
 

○院内の環境・設備についてのご意見 

【空調に関連したご意見】 

・透析室が寒い。（男性 75 歳以上） 

・私が特に寒がりなのか、とても寒いです。ふとんを２枚かけて頂く時もあります。湯た

んぽも入れています。（女性 65～74 歳） 

・冷暖房の改善は難しいですか？（男性 65 歳未満） 

誠に申し訳ございません。透析室では温度を測定し、室温の調節を行っております。しか

しながら、それでも場所によっては、寒く感じられるベッドもあるかと存じます。もし、

寒さを感じられるようでしたら、余っている布団や湯たんぽを用意いたしますので、スタ

ッフに申しつけください。また、今後ご意見を参考に寒さ対策を行っていく予定です。 

 

・空調点検は、春秋等で空調が停止しても室内の温度変化が少ない時期にお願いします。 

（男性 65 歳未満） 

ご意見ありがとうございます。空調の点検は、年に 1回行っていますが、可能な限り空

調を必要としない時期に行うようにいたします。 

・エアコンの網の部分に「クモの巣」みたいなものが付いている箇所がありますね。（男性

65～74 歳） 

 誠に申し訳ございません。エアコンに関しては、定期的に掃除を行っていますが、気が

ついた点がございましたらスタッフにお声かけ下さい。 

 

【トイレに関連したご意見】 

・2 階トイレ便座が時々汚れたままになっています。以前はこまめに掃除をしていらっし

ゃる姿を見かけましたが最近はあまりみかけません。高齢の人、身体が思うように動か

ない人が使うトイレ（汚れるのは仕方ないこと）だということを心において清掃してい

ただきたいです。（女性 75 歳以上） 

ご指摘ありがとうございます。トイレは毎日 1回掃除していますが、午後もトイレの状

況を確認するようにいたします。 

・時々消毒液が「から」になっていることがありました。（トイレ、玄関）（男性 65～74

歳） 

 ご指摘ありがとうございます。空にならない様十分注意して参ります。 
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【透析室に関連したご意見】 

・ベッドに食べかす（おせんべい？）が時々あったり、何かこぼしたのか、濡れているこ

とが時々ある。（男性、65 歳未満） 

 不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。スタッフでもベッドの汚れなど

をチェックしておりますが、見落としのないように注意して参ります。 

・業務担当が縦割りすぎる。透析終了ランプを見ても担当外だと全員無反応(男性、65 歳

以上)  

 ご指摘頂いたランプは、透析終了のランプではなく除水（水引き）の終了のランプと思

われます。除水の終了時間は透析終了の 10 分から 15 分前に設定しているため、除水の

終了と透析の終了時間は異なります。除水が終了しても、透析を継続する必要がありま

すので、ご理解頂ければ幸いです。 

・有料でもいいので WiFi を導入して頂きたい。(男性、65 歳以上) 

透析室は多くの医療機器が作動している場所であるため、大変申し訳ありませんが、現在

のところ医療機器への影響も考慮し wifi の導入は予定しておりません。 

・ベッドの間隔が少し狭いので気を使うことがある。（男性 75 歳以上） 

透析室のスペース上、ご不便をおかけして申し訳ございません。 

 

【更衣室に関連したご意見】 

・更衣室にコートをかけるポールが欲しい。（女性 65 歳未満） 

 ご意見ありがとうございます。更衣室のスペース上、設置が難しいこととセキュリティ

などの面から設置は予定していません。 

・透析後、更衣室に入ると嫌な臭いがする。（女性 65 歳未満） 

 ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。 

・患者が増えてきたせいか男子更衣室が狭い。（男性 75 歳以上） 

 ご不便をおかけして申し訳ございません。更衣室のスペースに制限がありますので、ご

理解頂ければと存じます。 

・更衣室の長椅子、物が落ちる、かえてほしい。（女性 65 歳未満） 

 女子更衣室の出口付近の椅子は、奥行きがあまりありませんが、車椅子の出入りも考慮

していますことをご理解頂ければ幸いです。 

 

【玄関に関連したご意見】 

・充分に気を使っているのは分かりますが、夏場（特に）靴箱の当たりが臭う。（女性 65

歳未満） 

・玄関のにおいが気になる。（くつではないかと思います。）（男性 65 歳未満） 

・玄関がくさい。足のにおい！（女性 65 歳未満） 

 ご指摘ありがとうございます。玄関に消臭・除菌装置を設置していますが、他の消臭剤

の併用など改善策を検討して参ります。 
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・玄関によく花が飾ってあってとてもすがすがしく思う時がありますが、時々造花が飾っ

てある時がございますが、来客の方はどう思われますかね。（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。 

・私くし事ですがシルバーカートを利用しております。全般に椅子が低くて立ち上がるの

に少し苦労しております。又、玄関のスロープの下りはこわいので利用しておりません。

ノンスリップ工法があります。（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。 

 

【駐車場に関連したご意見】 

・私も年を取りまして駐車場のコンクリート柱が車を移動する時に少しあぶなくなってき

ました。柱にコーナーガードなど来えてもらいませんか。歩く人にも良いと思われます。

（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。 

・駐車場の数が足りないと思う。（男性 65 歳未満） 

 ご不便をおかけして申し訳ありません。これまで職員用に病院外に駐車場を確保した

り、駐車場のラインの引き直しをするなどして、なるべく多くの患者様の駐車スペース

を確保できるように努めて参りました。しかしながら、夜間透析のある月水金などは、

駐車スペースが足りなくなることが生じる場合があるようです。今後も患者様にご迷惑

をおかけしないように、注意して参ります。 

 

【その他院内外に関連するご意見】 

・2 階にお湯の出る洗面台（うがいができる）がほしい。（男性 65 歳未満） 

 貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。」 

・廊下の消火器は置かない方が良い。（男性 75 歳以上） 

 貴重なご意見ありがとうございます。消火器の設置は消防法で定められているため、撤

去はできませんが、消火器のケースなどの利用も検討して参ります。 

・非常に悪い。（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。具体的に悪い部分を教えて頂ければ幸いです。 

・エレベーターの混雑が少し不自由（男性 65～74 歳） 

 申し訳ございません。以前に比べ、足腰が不自由な方が増加していることや入院してい

る患者様と透析開始時刻や終了時刻が重なってしまう場合がありエレベーターが込み合

ってしまうことがあります。以上の点をご理解頂ければ幸いです。 

 

【良いご意見】 

・病院内に入っても病院独特の匂い（臭）がしないのがうれしい、清潔感がある。（女性 

65 歳未満 ） 

・院内の環境整備については良いと思います。（男性 75 歳以上） 

・いつもきれいで過ごしやすいです。(男性 65 未満) 
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・朝の院内に一歩入ると、季節を表すお花、其の他が迎えて下さいます。（女性 65～74

歳） 

・院内、朝の一歩、季節毎の花、其の他に目を引かれます。心安らぐ想いで 1日を迎えて

おります。有難うございます。（女性 65～74 歳） 

・皆さん明るく親切に接して下さるので感謝して居ります。（女性、75 歳以上） 

 

○食事・穿刺の時間・プライバシーへの配慮・電話の応対について
のご意見 
 

【食事に関するご意見】 

・食事にパスタが食べたいです。（性別不明 65～74 歳） 

以前パスタメニューを食事で提供していた事がありましたが、患者様の食形態（おか

ゆ、おにぎり、軟飯等）がさまざまなため、対応しきれなくなり現在はパスタの提供は

しておりません。ご希望に沿えず申し訳ありません。 

・1 度だけ肉の煮物でなかなか噛みきれず困ったことがあった（男性 75 歳以上） 

大変申し訳ございません。肉の使用部位や調理法等を検討し、出来るだけ柔らかい状態

で提供できるよう努力してまいります。また患者様の咀嚼状況に合わせて、一口大の大

きさに切ったり、小さく刻んだりといった対応もさせていただいておりますので、どう

ぞ遠慮なくお申し出ください。 

 

【穿刺・回収に関するご意見】 

・回収の時間にバラつきがあるように感じる。(男性 65 歳未満) 

 回収時刻の 5分前に終了の準備をすることになっておりますが、他の患者様に血圧の低

下や急変などが起こった場合、決まった時間に回収できないことがあります。ご理解、

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

・来た順に実施したらどうでしょう。（男性 75 歳以上） 

 入室や穿刺の順番については、透析の開始と終了が安全に行え、混雑にも配慮した上で

透析時間が長い患者様、車椅子を利用する患者様、ﾊﾞｽや仕事の都合など、また、回診、

回収、止血などの時間配分を考慮した上で行っております。また状況によって患者様の

体調、冠婚葬祭などで早めに入室していただくこともございますのでご理解御協力頂け

れば幸いです。 

 

【プライバシーに関するご意見】 

・プライバシーが全くない（女性 65 歳未満） 

 透析室という大部屋での診療をするという特殊性から、他の患者様にお話を全く聞かれずに説

明することは難しい面もございます。検査データなどを他の方に聞かれたくない場合には、

お申し出頂ければ、口頭で説明しないようにいたします。ご指摘を活かしながらプライバシ

ーに配慮した診療をなるべく心がけていきますので、よろしくお願い致します。 
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・透析ベッドを男子・女子べつべつにしてほしい！（女性 65 歳未満） 

 大変申し訳がございません。ベッドの数や透析の機械の配置上、男女別々にするのは困

難な状況です。ご理解頂ければ幸いです。 

 

【その他のご意見】 

・一部の看護師を除いて、あとはぜんぜんだめです。（女性 65 歳未満） 

 不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。居心地の良い治療環境を目指し今後も

努力して参ります。ご要望がありましたら遠慮なくお声かけ下さい。 

【良いご意見】 

・食事はおいしいです。（女性 75 歳以上） 

・全体的に良いと思います（男性 75 歳以上） 

・電話の応対はなかなか宜しいです。（女性 65～74 歳） 

・親切に説明してとてもほっとする時間です。（男性 75 歳以上） 

・ございません。皆さんいい方ばかりです。（女性 65～74 歳） 

 

○透析室における医師の診察、看護師・臨床工学技士の対応につい
てのご意見 
 

【医師に関するご意見】 

・院長と副院長の結果の説明がぜんぜん違う。（65 歳未満、女性） 

 申し訳ありません。統一した説明ができるように注意して参ります。 

・非常勤医師がちょっと話しにくい。明るく話してもらいたい。(男性 65 歳未満)  

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。 

 

【看護師に関するご意見】 

・年配の看護師ですが、時々血圧を読み間違えている人が見受けられます。（男性 65 歳

未満） 

 大変申し訳ございません。正確にお伝えできるように十分注意していきたいと思いま

す。 

・女性の看護師さんの中で患者への対応が真剣でない人や患者のそばに寄っては来るので

すが、その人は何もしないで立っているという時があります。他の患者も上述のことにつ

いては同じ意見です。（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。看護師全員が同じ対応ができるよう指導していき

たいと思います。 

 

【臨床工学技士に関するご意見】 

・４回も刺し間違えても後の処置が何もやってくれなくて人前にも出せないくらい青くな

ってしまった。大丈夫？の一言もない。（女性 65 歳未満） 
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・針刺し・止血操作が安心できる技士さんと、出来ない技士さんがいる。毎日同じことを

やっているのだから、勉強が足りないと思います。（男性 75 歳以上） 

 大変申し訳ございません。シャント穿刺の講習会に参加するとともに、最近では穿刺の

難しい患者様には、エコーを使用して穿刺を行っておりますが、今後も穿刺・止血の技

術を高めるように努めて参ります。 

 

【その他のご意見】 

・検査結果は、本人だけにわかるようにしてほしい。（女性 65 歳未満） 

透析室という大部屋で診療を行う性質上、周囲に声が聞こえないようにすることは困難

ですが、あらかじめご希望いただければ、検査結果を読み上げず、ご本人だけにお知ら

せすることが可能です。担当のスタッフ、もしくは医師までお声掛け下さい。 

・特に意見はありません（男性 75 歳以上） 

 

【良いご意見】 

・皆さんどなたも気持ちよく挨拶しておられて好感が持てます。（男性 75 歳以上）             

・いつも話を聞いてもらい、ありがたいと思っている。(男性 65 歳未満) 

・満足しております。（女性 65～74 歳） 

・電話の対応にはとっても分りやすく話してくださる。（女性 65～74 歳） 

・職員の方々にはいつも笑顔で分りやすく良い説明です。心安らぐ思いです。（女性 65～

74 歳） 

・大変よろしいと思います、今のままでよろしいと思います。（男性 75 歳以上） 

・体調不良の際にも気持ちよく対応していただいて感謝しています。（男性 75 歳以上） 

・申し分ありません。（女性 65～74 歳） 

・医者が近隣患者に対する説明を側で聞いていても、わかりやすく大変参考になります。

（男性 75 歳以上） 

 

○当院の職員の言葉づかい・態度についてのご意見 

【言葉・態度に関してのご意見】 

・ほとんどの職員の方は明るくはっきりと挨拶をしてくださいます。返してくださいます

が 1～2名の看護師さんがなぜかしてくださいません。ニコリともしません。こちらが何

か失礼なことをしたのかと悩んでしまいます。（女性 75 歳以上） 

・誰かはわからないが、あいさつのできない職員がいる。（男性 65 歳未満） 

・挨拶が心がこもっていない。心から言っている人はいない。（男性 75 歳以上） 

 大変申し訳ございません。全スタッフが笑顔で眼を見てきちんと挨拶ができるよう心が

けていきたいと思います。 

・体重計に乗るとき、「こんにちはー」と言っているのに、看護師同士がペチャクチャしゃ

べっていて知らんぷり！相手によって「こんにちはー」という人、言わない看護師。嫌な人
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だと言わない！（女性 65 歳未満） 

 貴重なご意見ありがとうございます。透析室内での私語は、慎むように注意して参りま

す。また、きちんと挨拶ができるよう心がけていきたいと思います。 

・最近の看護婦さんは、仕事が目いっぱいなのか走り廻っております。余裕がないです

ね。心に余裕がないと患者さんに耳を傾けることも話しも出来ないのでしょうか。私はな

るべく話しをしないように心掛けています。（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。今後も患者様に耳を傾けられるように努力して参

ります。また、ご要望がある場合は、遠慮なくお申し付けください。 

 

・臨床工学技士：態度がでかい、偉そうにしてる！（女性 65 歳未満） 

・事務職員：すごくえらそうな態度してる！（女性 65 歳未満） 

・態度の悪い人がいる。（男性 65～74 歳） 

・気分で仕事をする助手さんがいる。（女性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。当院では、接遇の研修を行っております。接遇につい

ては、今後も全職員の課題として、一層力を入れて取り組んで参りたいと思います。 

 

【良いご意見】 

・親切で大変よろしいと感謝しています。今のままでよろしいと思います。（男性 75 歳

以上） 

・挨拶もきちんと声掛けしていただくので頑張れます。（男性 75 歳以上） 

・大変宜しいです。（女性 65～74 歳） 

・いつもわがまま聞いてくれてありがとう。（（女性 65 歳未満） 

・大変よく教育されていると思います。（男性 75 歳以上） 

・スッタフの皆様には笑顔で迎え入れていただきありがとうございます。（男性 65 歳未

満） 

 

〇その他のご意見、ご要望 

【通院・送迎に関するご意見】 

・送迎車の玄関前の停車（路駐）は避けた方が良いと思います（事故が起きる前に）（男性 

65 歳未満） 

 大変申し訳ございません。昨年も同様の意見を頂き、送迎を行っている会社に路上駐車

しないように協力を求めましたが、履行されていないようなので、再度協力をお願いす

るようにします。 

【その他のご意見】 

・アンケートで忌憚のいない意見、要望を書いたら人間関係が上手くいかなくなるのでは

と書くことを遠慮している方たちがいます。私も不安に思います。（女性 75 歳以上） 

ご意見ありがとうございます。アンケートは無記名でご意見、ご要望を提出していただ
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くことが可能ですので、どうぞご心配なさらないで下さい。 

・待合室にお静かに・・・・の表示を大きく（男性 65～74 歳） 

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。 

・玄関のカギのことですが、朝 7:30 になってもあかない日がありますので、きちんと守っ

てください。（性別不明 65～74 歳） 

 大変申し訳ございません。決められた時間に開錠するように注意していきたいと思いま

す。 

・食事の時、食事をしない人がテーブルのイスにすわっていると食事ができないので、食

事をしないのであれば、他のイスにすわってもらいたい。テーブルのみ、食事をする人

を優先してもらいたいです。（男性 65 歳未満） 

 ご意見ありがとうございます。今後食事する人が優先して利用できるような表示をテー

ブルの上に設置する予定です。 

・機械の関係で難しいと思いますが、出来たらお男女別々にしてほしい。（女性 65 歳未

満）    

ご意見ありがとうございます。ご指摘の通り月水金の昼、月水金の夜、火木土と３つの

クールそれぞれ別々の患者様がおり、開始・終了の時間、看護の重症度等を考えて配置

させて頂いております。また治療モードによってその治療が可能な機械が異なりますの

で、一概に男女別というのは難しいことをご理解いただければ幸いです。 

・親切、まごころ、気使い、そして患者に優しくしてください。（男性 75 歳以上） 

 ご意見ありがとうございます。居心地の良い治療環境を目指し今後も努力して行きたい

とおもいます。 

・病室の増室を願いたいと思います。（但し出来ればのこと、）（男性 75 歳以上） 

 ご意見ありがとうございます。スペースの問題で、増室は困難なことをご理解いただけれ

ば幸いです。 

・透析室に外部の人が来て、透析をしている人と長々としゃべっていてうるさかった。ベ

ッド同士があいだがあまりないのにうるさくてゆっくり透析が出来ない。（女性 65 歳未

満） 

 大変申し訳ございません。面会に対しては、急用でない限り透析中に外部の方が入室し

ないようにしたり、短時間の面会になるよう注意していきたいと思います。 

・このようなこと書いてもなにもしてくれないと思いますが！すごいイビキをかく人がい

てうるさくてひどいです。去年も書いたのに何の対処もない。（女性 65 歳未満） 

 大変申し訳ございません。昨年ご指摘を頂き、いびきがひどい場合には、患者様にお声掛け

をして対応をさせて頂いています。いびきに対しての声掛けは今後も引き続き行っていきま

すが、ベッド変更を希望される場合はお申し出ください。 

・看護師・臨床工学技士・看護助手・調理員・清掃員の方々で大部分の方は一生懸命やっ

ていただいているのですが、この人はとても良く患者に対応して頂いている方１人を選ん

で院長先生から表彰していただくというのはどうでしょうか？働く人の励みになればと思

っていますが。CS 委員会で話し合ってみてください。お願いします。（男性 65～74 歳） 
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貴重なご意見ありがとうございます。当院では毎年、最優秀職員、優秀職員を選考し、

表彰を行なっております。 

 

【良いご意見】 

・妻の爪をよく切って頂いた看護師さんにお礼がいいたいです。（女性 65～74 歳） 

・どの職員さんも、顔を合わせると必ずあいさつをしてくださるので、気持ちよく透析を

受けることができます。これからもよろしくお願いします。(男性 65 歳未満) 

・今日も元気で居られます。有難うございます。（女性 65～74 歳） 

・今のままで十分です！いつもありがとうございます。（（女性 65 歳未満） 

・いつもお世話になっております。(男性・65 歳未満) 

・すべて大変よろしいと思います。毎日楽しく通院できて感謝しています。（男性 75 歳

以上） 

・リフォームしてから院内も明るくなりました。（男性 75 歳以上） 

・病院経営の理念を掲げ、それに向かって努力している姿は、敬服するほかありません。

（男性 75 歳以上） 


