
愛される病院になるため 

【良い意見】 

男・65歳以上 大変親切です。今のままで。 

男・65歳以上 皆さん親切に対応していただけるのでありがたく感謝しています。 

男・65 歳以上 いつも親切にして頂き感謝しております。今後とも患者の安らぎ、安堵感につながる対応を心

掛けていただければ幸いです。 

女・65歳以上 速めの対応で、動悸が大事に至らず済みました。 

【悩みの相談】 

男・40歳～65歳未満 悩み相談について、生活の件・仕事の件の相談などは誰にすればよいのですか。 

性別・年齢記載なし 悩み相談室がない. 

悩みの相談は、院長（奥田）・副院長（高橋）・看護師長（高村）・マネージャー（新井和恵）が対応致します、受付

もしくは各ブロックのスタッフにどうぞ遠慮無くお声掛け下さい。別室にて対応させて頂きます。 

【透析業務】 

男・40歳～65歳未満 回収の時間にばらつきがあるのはなぜでしょうか。できれば統一してほしい。 

回収は終了 5 分前には始めますが、回収時間が重なる場合や、他の患者様の対応などで、時間が前後してし

まう場合もありますのでご理解頂けると幸いです。 

男・65歳以上 止血に来てくれる時間が遅いときがある。（午後の準備が忙しいのですか？） 

お待たせして申し訳ありません。止血時間は患者様によって違う場合があります。時間の希望がある患者様は



タイマーを使用しますので、お声をかけて頂ければスタッフが対応いたします。 

男・40歳〜65歳未満 ヘパリン停止時刻について；ヘパリンは透析終了 30分前に止めるルールになっている

と思いますが、除水終了の警報が流れてから止める方や、中にはヘパリンのクランプをしないまま回収する方

もいました。忙しいのは分かりますが、決まりは順守して欲しいですし、大丈夫なのか不安です。 

ご指摘ありがとうございます。 

ヘパリンは透析終了30分前に止めることになっていますので、再度周知徹底致します。 

男・40歳〜65歳未満 止血パッドについて；止血後に起き上がってパッドを開けるのが大変ですし、またその際

再出血する恐れもあるので、回収時に枕元に置いて下さい（一部の方を除きほとんどの方はすぐに置いてくれ

ます）。 

ご指摘ありがとうございます。止血パッドは枕元におくように統一します。 

男・40 歳〜65 歳未満 穿刺及び回収時のゴム手袋着用について；手袋を着用する人は毎回必ず着用します

が、着用しない人は毎回着用していません。血液感染のリスクを考えれば着用するのが当たり前ではないかと

思うのですが、病院の方針が着用することになっているのであれば、職員に対し周知徹底する必要があるので

はないでしょうか。 

基本的には手袋は着用することにはなっていますが、血管のわかりずらい患者さんへの穿刺の時などには例外

的にはずす場合がありますので、ご理解頂ければ幸いです。 

ただし、いつも同じスタッフが、というご指摘であれば問題がありますので、再度職員に周知徹底して参りま

す。 



男・40 歳〜65 歳未満 初心に帰って KYT；過日透析記録の取り違いにより、除水量を誤るヒヤリハットがあり

ました。体重測定後、告げられた除水量に疑問を感じ問い返したところ、「再測定しますか？」と言われたので、

ドライについて「XXkg なので。」と返すと、透析記録を見て、別の患者さんのものだと気付いたようでした。も

し告げられた除水量の異常に患者に気付かなかったらどうなっていたのかと思います。また、人によるところが

大きいとは思いますが、回収時にもたまに不安にさせられることがあります。次の準備に追われるのも分かり

ますが、着実にお願いします。 

貴重なご意見、ご指摘をありがとうございます。 

当院ではインシデントやアクシデントに対してヒヤリハット委員会を設けて、毎月報告検討し話し合いを行って

いますが、今後もご指摘を活かして事故を未然に防ぐよう、努力して参ります。 

【設備関係、院内環境】 

男・40歳〜65歳未満 以前はほとんど感じませんでしたが、最近トイレの臭いがかなりきついです。 

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。現在改修工事を進めており、臭いの問題は改善されると思いますが、

お気付きのことがあれば、再度ご指摘頂ければ幸いです。今後も清掃には十分努めて参ります。 

男・65歳以上 駐車場が少ないため時間がかかってしまう。 

申し訳ございません。スタッフは別の駐車場を利用するなどの配慮はしておりますが、限られたスペースのため

ご迷惑をおかけしております。 

女・40歳～65歳未満 玄関にアルコール消毒液を置いてください。 

エレベーター前と、自動ドアの前にアルコール消毒液を設置しておりますのでご利用下さい。 



性別・年齢記載なし １階駐車場の照明が暗い。弱視の患者には危険。 

申し訳ございません。現在１階駐車場の蛍光灯を新しいものに交換中ですので、もう少しお待ち頂けると幸い

です。 

【検査結果】 

男・40歳～65歳未満 血液検査の結果を透析手帳に記入してもらえればと思う。口答では忘れてしまう。 

女・40歳～65 歳未満 大部屋でしかたがないのでしょうが、データ等はあまり大きな声で言わないで、本人だ

けに言ってほしい。本人以外の聞きたくないことも聞こえてしまう。 

男・40 歳〜65 歳未満 血液検査等の検査結果の配布について；通常病院で検査を行うと必ず検査結果の記

録をもらえるのですが、一部の検査結果を除き、奥田クリニックでは定期検査結果記録をもらえません。他の

病院にかかった際、「透析をしているのであれば、検査結果をもらっているのでしょう。」と言われるたびに、「こ

こで検査結果を提示できれば、無駄な検査をする必要がないのにな〜。」と思う時が何度かありました。奥田

クリニックの定期検査結果は、先生から口頭で告げられるため、覚えていられない上に、家に帰ってから確認す

ることも出来ませんし、それに他の患者さんの耳にも入るので、個人情報保護の観点からも管理された状態

ではありません。病院（クリニック）は患者に対し検査結果を開示することは義務でありますが、それを口頭です

べて伝えることには無理があると思います。看護師さんは「自分で記録することは出来ますよ。」と言いますが、

透析中は出来ませんし、透析後にそんな時間もありません。今では web から患者のユーザーID でログインし、

電子カルテを観覧することができる病院（クリニック）もあります。まずは紙ベースでの配布からでもご検討頂

ければ幸いです。 



当院では検査結果はご希望のある患者様に対しては、当院でご用意したデータ記載表にデータを記載して頂

いています。透析では自己管理が大切ですので、目や手が不自由でない患者様には、ご自分で記載するという

作業を通じて意識付けをし、自己管理に役立てられるように、という考え方ですのでご理解頂ければ幸いで

す。 

また、他の病院を受診する際に内服薬を処方されることがありますが、透析患者様の特殊性から薬の量の調

整が必要であったり、内服してはいけないお薬もあります。 

このような理由から、他院を受診する際には原則的に紹介状を書かせて頂き、必要であればデータや処方内

容も同封しますので、必ず受診前に他院を受診することをお知らせ下さい。すでに通院中の病院でデータが

必要な場合にはデータのコピーをお渡ししますので、遠慮なくお申し付け下さい。 

個人情報保護の観点については、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

を全く聞かれずに診療することは不可能なことではありますが、聞かれたくない内容は別室で対応致しますの

で、予めブロックのスタッフにお声を掛けて頂くようお願い致します。 

また、データに関しては、口頭で言って欲しくない患者様には、予めスタッフにお申し出頂ければ、書面でお見

せするなどして対応させて頂くことと致しました。 

今後もご指摘を活かしながらプライバシーに配慮した診療を心がけていきますので、よろしくお願い致しま

す。 

 

 



【透析室の環境】 

男・65歳以上 透析室のドアについて、患者が入室したら閉めてほしい.廊下から冷たい風が入る。 

申し訳ございません。患者様の入室・退室時間の前後には開放しますが、それ以外の時間はドアを閉めること

になっていますので、再度周知徹底して参ります。 

男・65歳以上 透析室・着替え室の悪臭を改善してください。透析室のベッドの間隔をあけていただきたい。 

申し訳ありません。限られたスペースですので、これ以上透析室のベッド間隔をあけることは困難です。何卒ご

理解の程よろしくお願い致します。 

女・40歳～65歳未満 風邪を引いている人のマスクの着用を義務付けて下さい。 

当院では風邪をひいている人、特に咳をしている人へのマスクの着用を促していますが、断られた場合、マス

クは有料であり義務付けることは出来ません。ただし、インフルエンザ等の感染力の高い疾患にかかってしまっ

た方へは感染予防の為、こちらからマスクの着用を規則として守っていただくようお願いしておりますので、ご

理解頂ければ幸いです。 

女・65歳以上 透析室の空調について、天井に扇風機を廻して均一に温度調節をしてほしい。 

透析室の温度管理はこまめにしていくよう心がけますが、天井に扇風機はつけられませんので、空気を撹拌し

て温度を均一にしていく検討をしていきます。 

【看護師の接遇、人数・配置】 

男・65歳以上 看護師が患者に対してのマナーがいまいちと感じる。日勤、夜間と限らず目と目が合えば軽い

一礼すること。目と目があっても知らないふりをしている看護師が何人か見受けられる。その点勉強するように



望む。 

女・40 歳～65 歳未満 一部の看護師が、挨拶もせず、言葉使いが荒々しい.年配の看護師ほど言葉使いが悪

く、その日の気分が態度に出ている。透析室内で看護師同士が、病院内の仕事の不満や、何か指示があった

事への不満を口に出して仕事をしていて（いつも同じ人）聞いている患者としては、気分が悪い。 

女・65 歳以上 看護師の相談に対する対応について、差がありすぎる。院長は看護師に目が届くようにしたほ

うが良い。院長のいない時の態度が良くない。 

ご指摘ありがとうございます。 

日頃から接遇教育には力を入れていますが、個人差もあり、改善には時間がかかるようです。 

ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。今後とも接遇教育を継続し、少しずつでも改善するようクリニッ

クとして取り組んで参ります。 

少なくとも挨拶をすることや、透析室では私語を慎むことを、全スタッフに周知致しました。 

女・40 歳～65 歳未満 安心して信頼できる看護師がいないこと。交替する時間帯になると、看護師が一人に

なり、自分の用事やトラブルが起きても声を掛けられない。人数が少ない。 

女・65歳以上 看護師を班ごとに一人ずつ増やしてほしい。 

穿刺、回収、他の患者様の急変時、交代時間などは、近くにスタッフが少なくなることがあり、ご不便をおかけ

しております。 

近くにスタッフがいない時にはナースコールを押して頂ければ助かります。透析室には常時スタッフが４名おり

ますので、隣のブロックからでも応援に駆けつけます。 



女・40歳～65歳未満 看護師について、優しいのはうれしいが、あまり度を越した幼稚語が気に障る。患者に

は透析室専用の着衣で透析してほしい。看護師について、親切はいいが患者のできることはどんどんやらせる

べき。患者に決まりごとはきちんと言うべき。 

患者様には尊厳を持った一人の人間として接し、馴れ馴れしくならないように心がけます。透析室の着衣は特

に限定しておりません。 

患者様には自分でできることは自分でやっていただく、という自立を促すことも大切なことですが、身体的に

難しい患者様もいらっしゃるので、その場合は介入させて頂きます。 

クリニックや透析室の決まり事については、新規の患者様にはお伝えするようにしています。また、透析手帳や

掲示板にもお示し致しますので、目を通して頂ければ幸いです。 

女・65 歳以上 病む人に寄り添う心情が少し不足かな？とても多忙な様でこちらまでせかせかしてきます。も

う少しゆとり（心・身）があるといいですね。 

ご指摘ありがとうございます。多忙になると慌ただしい雰囲気になってしまうことがあるようで、申し訳ござい

ません。一人ひとりのスキルアップ（能力向上）を図るとともに、ゆとりのある看護が出来るような体制作りを検

討して参ります。 

男・40 歳〜65 歳未満 血圧測定後の腕帯について；血圧測定開始ボタンを押した直後に、他の作業を始め

て測定していたことを忘れてしまい、記録漏れや最悪次の測定時間まで腕帯を外してもらえないことがありま

す（特定の年配の看護師さんに多く見受けられます）。 

 



ご指摘ありがとうございます。多忙なときに血圧計を外すことを忘れてしまうことがあるようですので、全スタ

ッフに周知致しました。お気付きの場合は大変申し訳ありませんが、お声を掛けて頂ければ幸いです。 

性別・年齢記載なし 相談に対する対応は中でも和田部さんは特に良い 

【その他】 

女・40歳～65歳未満 患者の迎えに来た人は、事務室の横の椅子で待っていてほしい。 

リフォームで待合の場所が少なくなり、ご迷惑をお掛けしました。２階にラウンジを新設しましたので、待合と

して使って頂ければ幸いです。 

男・40歳〜65歳未満 当アンケートについて；アンケート用紙に手書きでの回答方法以外に、スマホや PCか

ら奥田クリニックのホームページ上で回答できるようにして頂けないでしょうか。 

申し訳ありません。私たちの技術的な面や情報の管理面、多くの患者様のニーズを考えると、今の段階では

PCからの回答は整備する予定はありません。ご理解頂ければ幸いです。 

男・40 歳〜65 歳未満 on-line HDF の導入について；予後の延長・ADL の改善・合併症出現の遅延など、

様々な研究報告があるように、長期に及ぶ on-line HDFには優位性が認められ、2012年 4月からは保険適

応となり、on-line HDFに更新するする病院(クリニック)が増えております。今までは off-lineのため、特定患

者しか受けることが出来ませんでした。25台とか特定台数に止めず、患者全員が HDFを受けられるよう全台

on-line設備にして下さい。 

On-line HDFを行うためには厳格な水質の清浄化が必須となります。現在当院では配管を新しくしたり、消毒

方法を強化するなど、以前にも増してより水質を清浄化すべく取り組んでおりますが、現段階ではすべての透



析装置を on-line HDF対応にする予定はなく、まずは、少しずつ開始して、状況により段階的に増やすかどう

かを検討します。 

On-line HDF は水質が確保できれば、確かに良い血液浄化法ですが、他に、在宅血液透析（頻回透析）、長時

間透析もより良い ADLの確保、合併症の予防、生命予後の改善、降圧剤や造血剤の減量などに大いに役立ち

ます。当院ではこれらどの治療を選択することも可能で、積極的に推進しておりますので、是非ともご検討下

さい。ご興味のある方はお気軽にスタッフにご相談下さい。 

【食事】 

女・40歳～65歳未満 食事のカロリーを増やしてほしい。 

女・65歳以上 食事のメニューについて、副菜の量をあと少し多くしてほしい。 

性別・年齢記載なし 丼物はご飯の上に置いて温めてほしい。 

当院の食事は治療食の一環として提供させていただいておりますので、エネルギーを増やして欲しいとのご要

望につきましては、ご要望に沿いかねず、申し訳ございません。 

メニューについては、なるべくご要望に沿えるよう検討し対応してまいりたいと思います。 

リフォームについて 

【良いご意見】 

男・65歳以上 完成後を期待しています。 

男・65歳以上 大変明るくなり気分が良いです。ありがとうございます。 

男・65 歳以上 玄関は自然の採光を取り入れ、明るく清潔感があり、充分対応することができたと思います。



吊戸にして頂き、段差がなく開閉が楽になり安心して歩行できます。 

男・65 歳以上 最高にリフォーム出来ていて患者もこの上ない喜びがいっぱいです。奥田クリニックがこれから

先も、ますます透析の病院として発展することを望みます。命のある限りお付き合いのほどをよろしくお願い

いたします。        

男・65歳以上 よい。 

男・65 歳以上 患者のトイレが一流ホテルのように綺麗に改修され、快適になりました。ありがとうございます。

今日の新春インタビューで改修が本年 2 月に完了することを知りました。多少不便な思いをしましたが、使い

勝手の良い病院になることと歓迎します。 

男・年齢記載なし 大変良いと思います。 

女・40歳～65歳未満 総合的に良い感じです。 

女・40歳～65歳未満 清潔感があり、明るくなり、とてもよくなったと思います。 

女・65歳以上 リフォーム中にしてはとても静かです。トイレはとても綺麗になりました。完成が楽しみです。 

女・65歳以上 リフォームができるのが楽しみ 

女・65歳以上 玄関が明るく気持ちが良いです。 

女・65歳以上 最高によろしいと思う。 

性別記載なし・65歳以上 透析室が明るくなった。気持ちが良い。大変だったことに感謝します。 

 

 



【ご指摘・ご要望】 

男・45 歳以上～65 歳未満 男子更衣室の位置は、このままでいいんでしょうか。狭くて、皆で気を使っていま

す。（車椅子が大変不便です。）リフォームの造り方は患者に少し配慮が足りなかったのでは。 

男・65歳以上 更衣室が狭くて着替えの時椅子が足りなくなる 

性別・年齢記載なし ロッカーを広くしてほしい。 

リフォーム中は男女の部屋が逆になるなど大変ご不便をおかけして申し訳ございませんでした。 

ロッカー室を広くご使用して頂くためにレイアウトを検討し、対応致しました。不都合があれば再度、ご要望を

頂ければ幸いです。 

また、ラウンジも完成いたしましたので、着替えが終わった患者様は、そちらでお待ち頂けますようよろしくお

願い致します。 

男・40 歳～65 歳未満 綺麗になったと思うが、ペンキ汚れやトイレの床がはがれてきている。透析室の入口に

時計があればと思う。 

男・65歳以上 病院全体の清潔感が第一。 

ご指摘ありがとうございます。新しくなっても全スタッフで清掃、整理整頓を心がけ、大切に使っていこうと思

います。 

男・65 歳以上 院内の絵の掲示物を一定のローテーションに換えてはいかがでしょうか。１階エレベーター前の

クリニック理念の掲示物を２階休憩所に、２階の掲示物を１階の表玄関に移動しては、いかがでしょうか。 

男・65 歳以上 病院の改修工事に入る前に話があったら、患者の動揺や不満も少なかったのではないでしょう



か。 

ご指摘ありがとうございます。掲示板等にリフォームのお知らせは致しましたが、掲示板を含めた掲示物につ

いては、リフォーム完成後に患者様が見やすいように検討させていただく予定です。今後は更に情報の提供が

充実できますよう努力して参りますのでよろしくお願い致します。 

女・40～65 歳未満 耐震性はどうなんでしょうか。工事中なので仕方ないと思いますが、更衣室のロッカーの

前の綿ぼこりがいつも多くあること。 

耐震性に関しては、耐震基準に合わせておりますので問題はありません。リフォーム後は、清掃第一に考え清

潔感のある病院になるよう努めてまいります。 

女・65 歳以上 玄関の靴・上履きの場所がわからない。マットの上まで下足の人もいれば、タイルの上で履き

かえている人もいる。 

ご指摘ありがとうございます。玄関では段差の手前で靴を脱いでお上がり下さい。現在分かりやすい表示を検

討中です。 

 


