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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、個人名が特定できるものなど内容によっては修正・削除してい

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】 

・今の時期になると透析後半になると少し部屋が寒くなる気がする。（性別・年齢不明） 

・特に冬の 21：30～透析室は寒い。廊下の暖房（切）の状態で透析室の入口（全開放）はないのでは。

（男性 65 歳未満） 

・出入口の扉は毎回閉めてもらいたい。（男性・65 歳未満） 

大変ご迷惑をおかけしております。暖房を使用し温度調節を心がけていますが、日中の気温変化で寒さ

を感じることがあるかと思います。寒さを感じた際には、お手数ですがスタッフにお声掛けい頂けれ

ば、機械の液温調節、掛け物、湯たんぽなど、ご用意いたします。また、透析室の出入り口については、

室温が低い場合には、出入口の扉は閉めるように心掛けたいと思います。一方で、室温が高くなる場合

もございますので、その場合扉を開けている場合もありますので、ご理解頂ければ幸いです。 

・部屋の中が乾燥しすぎ。加湿器つけて欲しい。（女性・65歳未満） 

貴重なご意見ありがとうございます。今シーズン新たに大型加湿器２台新規購入し設置し、昨年より湿

度は上昇していますがそれでも少し低めのようです。今後もなるべく湿度が維持できるように心がけ

て参ります。 

 

【トイレに関連したご意見】 

・２階きたない！（女性・65歳未満） 

不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。毎日トイレ清掃はおこなっていますが、汚れている時は

お声掛けしていただければ、速やかに対応致します。 

・トイレットペーパーがシングルではなくダブルだと嬉しい。（女性・65歳未満） 

当院は地球環境に配慮しておりますのでシングルを採用しております。ご理解いただけるようお願い

致します。 

・トイレの便座を拭くスプレーが設置してあるが､1 回では拭いた気がしない。便座用の紙シートを設置

して欲しい。（女性・65歳未満） 

当院は地球環境に配慮しておりますので、極力紙類を減らす努力をしていますのでご協力頂けると幸

いです。 

 

【透析室に関連したご意見】 

・ベッドがたまに汚い。前の人が掃除してない。（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。随時、ベッドの汚れを確認し対応していきたいと思い

ます。また見落とし等もあるかと思いますので、お気付きの際はお教え頂けましたら幸いです。 



2 
 

 

・患者のマナーの悪さも（大きな声）何でも看護師さん、先生に関係ない（病気）に対してでも聞くのな

らわかるが一生懸命答えてくれて、大変だと思う。静かに透析できればと思う。（女性・65〜74 歳） 

貴重なご意見ありがとうございます。大声などがあった際には、静かな環境が保たれるよう直接ご本人

にお伝えしてご協力頂けるよう努めて参ります。ご要望がありましたら遠慮なくお声掛け下さい。 

・ベッドがとなりどうしが近すぎてとなりどうしがすごく気になります。患者があとから来て、看護師・

工学技師に透析いがいのことを大きい声でペチャクチャペチャクチャと、先にやっている人はうるさく

てしょうがない。（女性・65 歳未満） 

大変申し訳ございません。透析室の構造上、ベッド間隔をこれ以上広げる事が出来ない事をご理解頂け

ましたら幸いです。また透析室での私語は慎みつつ患者様から私的なお声掛けがあった時は、小声で手

短に対応できるよう周知徹底していきたいと思います。 

・蛍光灯がまぶしすぎる。（女性・65 歳未満） 

貴重なご意見ありがとうございます。蛍光灯の調節は難しいので、タオルやテレビの画面で光をさえぎ

って調節していただいておりますので、遠慮なくスタッフにお声掛け下さい。 

 

【更衣室に関連したご意見】 

・ロッカー(冬場) 狭い。 

 (夏場) 問題ない。（男性 65～74 歳） 

ロッカーのスペースに制限がございますのでご理解いただければと存じます。 

・設備の故障の対応を早くしてほしい。（男性 65～74 歳） 

ご不便をお掛けして申し訳ありません。設備の故障があった場合には、可能な限り速やかに対応するよ

うに心掛けて参ります。 

・更衣室が寒いです。空調を調整してもらえればと思います。（男性 65 歳未満） 

地球環境に配慮して温度を一定温度に設定しておりますが、寒い時はその都度、対応していきますので

お声掛けいただければと存じます。 

・着替室（ロッカー）狭い為、ロッカーが時間で（帰り）一緒になってしまい、気を使う。（女性・65〜

74 歳） 

・ロッカーが古くなり開閉がしづらくなっている。（男性 65 歳未満） 

ロッカーに空きがあれば、可能な限り移動等の対応致しますのでお声掛けください。 

・下駄箱と更衣室が手狭の感があります。患者数の多いことを考えれば、致し方ないと思います。（男性 

75 歳以上） 

・更衣室を男女別にしてほしい。女の声が大声で、うるさい。（男性 65 歳未満） 

スペースに限りがありご不便をお掛け致しますがご理解いただければと存じます。 

・更衣室の床がいつも髪の毛がたくさんある。（女性・65〜74 歳） 

貴重なご意見をありがとうございます。清掃を徹底していきます。 

 

【玄関に関連したご意見】 

・夏になると靴箱の臭いが気になる。（女性 65 歳未満） 

不快な思いをさせて申し訳ありません。玄関に消臭・除菌装置を設置していますが、加えて消臭スプレ
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ー等を使用して配慮していくように致します。 

【駐車場に関連したご意見】 

・駐車場が狭い。軽用があるとき、停めづらい。（男性 65 歳未満） 

・もう少し広いほうがいいです。（男性・65歳未満） 

駅前ということもあり限られたスペースを最大限利用しておりますのでご不便お掛け致しますがご理

解頂ければと存じます。 

・車を移動した際に白線内に駐車されていない。病院のルールを職員が守っていない。（男性 65歳未満） 

不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。具体的な状況を教えていただければ対応致します。 

・駐車マナーの呼びかけを願います。軽は軽の場所。大型車は置き方によってはもう少し置けるのに駐

車出来なくなる場合が多い。（女性・65歳未満） 

駐車スペースが狭くご不便をお掛けしております。患者様のご協力を呼び掛けていくように致しま

す。 

 

【その他のご意見】 

・もしかなうのであれば、テレビで BS がみたい。（日中のテレビ番組、同じことの繰り返し番組ばかりで

つまらない。）（女性、65歳未満） 

・透析中に見るテレビでＢＳ放送を見られるといい。（男性 65 歳未満） 

 現在、BS の視聴環境が整えられないためご希望に沿えない点をご理解頂ければ幸いです。 

・エレベータが非常に時間がかかる。（女性、75歳以上） 

ご不便をお掛けして申し訳ありません。スタッフは患者様が使用する時間帯は極力避けるようにして

おりますので、患者様同士のご理解とご協力をお願い致します。 

 

【良いご意見】 

・二重窓になり暖房が良くなりました。（男性 65 歳未満） 

・掃除の方がこの寒い中、朝早くから一生懸命働いている姿に頭が下がります。（性別・年齢不明） 

・トイレはいつもきれいです。（女性・65 歳未満） 

・申し分ないです。（男性、75歳以上） 

・今のままでよろしいです。特になし。（男性、65～74 歳） 

・以前と変わらず快適に透析できております。（男性・65 歳未満） 

 

○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】 

・飲み食いをしないので、人の食事の時間や間食されたときの、お菓子の匂いが気になるときがある。

（女性 65 歳未満） 

大変ご迷惑をおかけします。匂いが強いときは遠慮せずスタッフへお声をかけてください。対応を検討

させていただきます。 

・おにぎりの握り方（崩れる時多々あります。）海苔が少しの為、手に米粒がついて結局容器のなかでフ
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ォークで刺して食べます。主菜が少しで副菜が似た様なキャベツ、モヤシ、同じようなものが出て楽し

みがありません。ソース等（開けて欲しいです）そのまま食事と言っておいていくだけの人、親切が欲

しいです。（女性・65〜74 歳） 

貴重なご意見ありがとうございます。おにぎりの握り方に関しては、患者様が崩れず召し上がれるよう

に努力してまいります。海苔の大きさは、大きすぎると噛みきれないというご意見があり現在の大きさ

となっております。今後は患者様の手に米粒がつかないように、おにぎりをラップで包む等検討し改善

してまいります。食事の量や食材に関しては、透析食の栄養量の範囲内で献立を作成するため、量や使

用する食材が限られてしまいます。また、材料費や納入業者の関係でさまざまな食材を使用するのが難

しい状況です。その中で患者様に満足していただける食事を提供できるよう、出来る範囲で改善してま

いります。ソースの袋を切る等患者様がお困り事に透析室スタッフがお声かけできず、大変申し訳あり

ません。今後は、患者様への配慮に心掛けてまいります。また、気づかぬ事がありましたら遠慮なくお

声かけいただきますようお願いいたします。 

・年金暮らしの為、食事はワンコインでお願いします。（男性・65～74 歳） 

食事代に関しては、材料費や人件費の他に、患者様の治療食を作るうえで、茹でこぼしや水さらしをす

るための光熱費水道費等さまざまな経費を考慮し現在の金額となっております。患者様には大変なご

負担になっているとは思いますが、ご理解頂きますようお願いいたします。 

・入院中の食事ですが刺身が美味しかった。魚は美味しかったけど肉はあまり美味しくなかったと思う。

（女性・65 歳未満） 

大変申し訳ありませんでした。患者様にご満足いただける食事が提供できるよう努力し改善してまい

ります。 

・どんな大病院にも引けを取らない美味しさで満足しています。ただ一度だけ何度噛んでも噛みきれな

いことがありました。予算の制約でやむを得ないことかもしれません。（男性 75 歳以上） 

お褒めのお言葉をいただきましてありがとうございます。患者様に美味しく召し上がっていただける

よう、食材の使用部位や調理法等の検討を今まで以上に努力してまいります。 

 

【穿刺に関するご意見】 

・針を刺すのと針の抜くのをもう少し早くして欲しい。（男性 65～74 歳） 

・長時間透析の人を先に穿刺ですが、準備が遅くなり、順番は臨機応変にして頂ければと思う。（女性・

65〜74 歳） 

・透析始まる時間が遅かったりする。（女性・65歳未満） 

貴重なご意見ありがとうございます。穿刺の順番や開始時刻等については、各患者様の透析時間、入室

人数、要介助者数、穿刺の難易度、回診、回収、止血等の時間配分を対応するスタッフ数で調整し透析

治療が安全に行える様に配慮した上で行っている事をご理解頂けたら幸いです。但し、急なご用時や冠

婚葬祭等がありましたら臨機応変に対応致しますのでご遠慮なくお声掛け下さい。 

 

【プライバシーに関するご意見】 

・声が高い （男性 65～74 歳） 

ご指摘ありがとうございます。声の強弱については全スタッフがプライバシーに配慮した声で話す様
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に心掛け致します。 

・ベッドの間隔が狭いので､どうしても周囲の話が聞こえてしまう。パーテーションでベッドが区切られ

てるとよい。（性別・年齢不明） 

貴重なご意見ありがとうございます。透析室の構造上、ベッド間隔をこれ以上広くとる事が出来ませ

ん。また、パーテーション等でベッドを区切る事で更にベッド間隔が狭くなり患者様の治療観察に支障

をきたす恐れがありますのでご理解頂ければ幸いです。 

 

【その他】 

・スタッフ不足（男性 65～74 歳）  

  ご不便をおかけして大変申し訳ございません。患者様にご迷惑にならないよう可能な限り適切なス 

 タッフ配置に心がけて参ります。 

・透析後の回路組は、患者が帰ってからにして下さい。正直邪魔です。（男性 65 歳未満） 

大変申し訳ございません。出来るだけ患者様の帰った場所から準備する様に致しますが、次の予定との

兼ね合い上、患者様がいる場所でも準備しだす時がある事をご理解頂けと幸いです。またその際は、出

来るだけ邪魔にならないように心掛けます。 

・その時の状況によって異なるのは、いた仕方がないと思います。（男性、75 歳以上） 

 ご理解ありがとうございます。なるべく統一した対応ができるように心がけて参ります。 

 

【良いご意見】 

・毎回いろんなメニューを出していただき感謝しています。一品一品、心を込めて調理して下さり本当に

ありがとう御座います。このアンケートをもってお礼申し上げます。（性別・年齢不明） 

・穿刺は待ち時間もなく完璧。（男性・65 歳未満） 

・電話の対応は、良く指導されていると思います。（男性、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】 

・臨時医師の診察をもっと丁寧に。（性別・年齢不明） 

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。 

【良いご意見】 

・回診時、何気なく掛けて下さる一言が心を安らげて下さいます。患者の病状など家族にわかりやすく 

  噛み砕くように説明して下さいます。（女性、65 歳未満） 

 

【看護師に関するご意見】 

・看護師は出来る人もいれば出来ない人もいる。（男性 65～74 歳） 

 貴重なご意見ありがとうございます。今後も勉強会や研究会などを通じて、経験や知識を身に着ける

努力をして参ります。 

・看護師の態度が良くない。つんつんしすぎ。（女性・65 歳未満） 

大変申し訳ございません。笑顔で対応できるよう心掛けて参ります。 
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・ごくまれに、止血に失敗し、パジャマが汚れることがあるが、熱心に事後対応してくれるので有り難

い。（男性 75 歳以上） 

 大変申し訳ございません。今後も止血には気をつけて参ります。 

・相変わらず血圧の読み間違えがある。(Ａ看護師)血圧が 10違うだけでも大変な事になりかねないと

思います。（女性・65 歳未満） 

 大変申し訳ございません。間違わないように気をつけて参ります。 

【良いご意見】 

・看護師さん達の働きに感謝しています。本当にご苦労様です。安心して対応して頂いています。（性

別・年齢不明） 

・看護師さんは、私達にはとても身近な存在です。ある日、B看護師さん「今日は A患者さん元気がない

から気に掛けてあげてくださいね。」と。何気ない会話ですが、こんなにも常に思って下さっているのか

と心を打たれました。（女性、65 歳未満） 

・満足しています。（男性 65～74 歳） 

 

【臨床工学技士に関するご意見】 

・まだ針を刺す時、前回の方法を反省し今回は上手く刺そうとする努力が少し足らない人がいますね。

（性別・年齢不明） 

・穿刺箇所を、前回の場所の近くで少しずらして数カ所穿刺場所を見つけておくと止血時間の短縮にな

ると思う。（男性 65 歳未満） 

貴重なご意見ご指摘ありがとうございます。今後とも部署内で穿刺状況などの情報共有を行い技術向

上に努めたいと思います。 

【良いご意見】 

・臨床技士さんは、常に真剣勝負なのだとひしひし感じます。ひとりひとり、それぞれステキな個性があ

り、今週は誰が担当してくれるのだろうと楽しみです。（女性、65 歳未満） 

・臨床工学士の人の中にまじめにやってくれている方が沢山います。（性別・年齢不明） 

 

【その他のご意見】 

・静かに話しを聴いて欲しい（男性 65～74 歳） 

貴重なご意見ありがとうございます。患者様のお話を聞くように心掛けて参ります。 

・血圧測定してもいくつかも言ってくれない人がいる。（女性 75 歳以上） 

・除水量がいくつかもいわないでセットしている人がいる。（女性 75 歳以上） 

ご指摘ありがとうございます。全スタッフに周知徹底させます。 

・ヘパリンの停止が透析終了 30 分前なのは 5割程度、2割は手動操作していない（停止してない）（男性 

65 歳未満） 

御指摘ありがとうございます。前年度もご指摘を頂き出来るだけ対応しようと心掛けていますが完璧

に出来ずご迷惑をお掛けし申し訳ございません。今後とも更なる対策を部署内で模索検討して行きた

いと思います。また、お手数ですがヘパリンが止まっていないとお気付きの際は、スタッフにお声掛け
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して頂けると助かりますのでご協力お願い致します。 

・ヘパリンを止める 30分前に人がいない時がありちょっとドキドキします。（女性 65 歳未満） 

貴重なご意見ありがとうございます。タイマーを利用して対応していますが不安な時はお声掛け下さ

い。 

・回収時に針を抜くときに、止血ベルトを巻いてから抜く人がいる。痛いから止めてください。（男性 65

歳未満） 

貴重なご意見ありがとうございます。不快な手技をしないよう周知徹底致します。 

・リドカインテープを貼っていっても、針の刺し場所の間違いや誤認が多い。6 割は間違う。（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。今後も気をつけて参ります。 

・人それぞれ好みもあるし、自分の出来ることは迷惑かけないようにしていますが、患者によれば何でも

看護師さん達にやらせて、少しでも皆していることは患者にやらせるべき（布団をかける、今何時？ど

のくらい引けた？同じことを来る人来る人に聞いてる人）それに答える病院側も大変だとつくづく思

います。（女性・65〜74 歳） 

貴重なご意見ありがとうございます。今後とも患者様にお声掛けをしてご協力頂けるようお願いして

行きたいと思います。 

・透析が終わり体重計に乗る時、誰もいない事が多い。（女性・65 歳未満） 

貴重なご意見ありがとうございます。時間帯によっては、回収・止血・処置等にスタッフが対応してい

て体重計の近くにいない場合がありご迷惑をお掛けして申し訳ございません。大変お手数ですがスタ

ッフにお声掛けして頂けると助かりますのでご協力お願い致します。 

・ベッドを女性どうしをくっつけないで欲しい。大きい声でしゃべってうるさい。しゃべってばかり、う  

 るさい（患者）。（女性・65歳未満） 

大変申し訳ありませんが、ベッドを性別で分けること、特に同性同士を隣り合わせにしないことは難し

いので、ご理解いただければ幸いです。患者様同士の話し声が大きい時にはなるべくお声かけ致します

が、気になった時にはスタッフまでお伝えください。 

・終了後、早めに完了出来れば早くして頂きたい。（男性 75 歳以上） 

貴重なご意見ありがとうございます。除水終了と透析終了時間が異なるため少々お待ち頂く事があり

ますのでご理解頂けると幸いです。 

・仲間内の話や悪口､不満等を口にする場面をよく耳にする。できればそうした話は別の場所でして欲し

い。（性別・年齢不明） 

ご指摘ありがとうございます。透析室での私語は慎むよう周知徹底致します。 

 

【良いご意見】 

・良いと思います（男性 75 歳以上） 

・いつも感謝しております。（女性、65歳未満） 

・きめ細かいケアができていて大変、安心できます。（男性・65歳未満） 

・入院中、院長先生と沢山、お話ができて嬉しかった。高橋先生はいつも楽しいジョークで気持ちを盛り

上げてくれて有り難かった。これからもたくさん聞きたい。（女性・65 歳未満） 
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・奥田クリニックは、皆様常にスピード感を持ってチームワークが良いと思います。（男性、65～75 歳） 

・途中で自分に何か起こった時の処置は誠に適確であったと思います。感謝しております。（男性、75 歳

以上） 

・普通です。申し分ないです。（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】 

・年配の職員さんのマンネリ化が半端ない。小さなミスをミスという認識がまるでない。正直、患者に謝

り許されれば、問題ないという病院色がある。（男性 65 歳未満） 

不快な思いをさせて大変申し訳ございません。スタッフ全員が、同じ意識をもって仕事をしていけるよ

うに努めて参ります。 

・人それぞれ性格も違うし、社交のある人ない人の差は大きいです。（男性、75歳以上） 

患者様に不快な思いをさせないよう、今後も全スタッフで接遇のレベルアップを心がけて参ります。 

・「お疲れです」という言葉は敬語として正しいのでしょうか。（男性 65 歳未満） 

どのスタッフも敬語・丁寧語をきちんと使えるように努力して参ります。 

 

【良いご意見】 

・職員の方方や、他の方々もどなたのお仕事についておられる人皆々親切なお返事が返ってきます。心安

らぎます。（女性 75 歳以上） 

・どなたも、すれ違う度に声をかけて下さいます。気持ちの不安な時などとても勇気づけられ心強い気が

します。この病院でよかったと思っています。（女性、65 歳未満） 

・看護助手さん 真冬だというのに、汗をふきふきかけまわって下さいます。（女性、65歳未満） 

・出戻ってきて以前と変わることなく、迎えてくださり感謝しております。戻ってきて良かった。（男性・

65 歳未満） 

・病気を忘れます。（男性・65歳～74 歳） 

・とても丁寧ですよね。話し方が優しい。話し方の癖が好き。技士さんの新年のハチマキを見ると元気・

勇気が出てくる。見るのが楽しみです。（女性・65 歳未満） 

・人それぞれに個性があり、皆精一杯仕事をしていると思う。（男性、65～74 歳） 

・明るく元気にあいさつの交わされる職場であり、好印象を持っている。これからもそういう病院であ

って欲しい。（男性 75 歳以上）  

・おおむねフレンドリーで良いと思います。（女性、65歳未満） 

〇その他愛される病院にするためのご意見、ご要望 

【その他のご意見】 

・支払日は１０日と決まっているのですから、それなりにスムーズに出来るように心がけて頂ければと

思います。言い訳みたいのは聞きたくないですネ。（女性・65〜74 歳） 

お待たせして申し訳ありません。スタッフの言葉づかい等、注意していくように致します。お支払いが
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混雑する 10 日以降は窓口を２人体制でスムーズな対応を心掛けていきます。 

・透析開始時間がもう少し早くなればベスト。（30 分～1時間）（男性・65歳未満） 

ご意見ありがとうございます。透析装置などの準備にかかる時間を考慮すると透析開始時刻をこれ以

上、早める事が出来ない為、ご希望に添えませんが急な用事や冠婚葬祭等がありましたら臨機応変に対

応しますので遠慮なくお申し付け下さい。 

・医師による講和など、日程が早めにわかれば、為になることが多いので、今後も実施して欲しい。

（男性 65 歳未満） 

医事講和会に関しては、日程と内容が決まり次第なるべく早く告知するようにいたします。 

・診断書の料金を安くしてほしい。（女性、65 歳未満） 

医師会で定めている標準的な料金にさせていただいておりますのでご理解いただければと存じます。 

・それは病院と患者が一心同体となり、良い病院をアピールする事。（男性、65～74 歳） 

・患者さんに好かれることです。それには、チームワークが必要です。（男性、65～74 歳） 

 ご指摘ありがとうございます。今後も努力して参ります。 

【良いご意見】 

・アンケートは時に少数の個人攻撃や中傷が殊更取り上げられている様な気がするのは私の思い過ごし

でしょうか？皆様に感謝している事をどうかわかって頂きたい。（ある時から、透析室の雰囲気が変わっ

てしまった様な気がしたからです。）許されるものなら、私はずっと一生お世話になれます様にと心から

願っています。これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。（女性、65 歳未満） 

・看護師さん達の仕事に対する向上心は、何年か前と比べると一段と良くなって来ましたね。（性別・年

齢不明） 

・事務員さん達も以前に比べるとすごく良く働いてくれていますね。感謝しています。（性別・年齢不明） 

・先頃、病院で倒れてしまい、一命を取り留めました。皆様の行動と協力がこの病院の全てを表している

のではないでしょうか。本当にありがとうございました。これからも迷惑を掛けると思いますが、よろし

くお願いします。（男性・65〜74 歳） 

・入院中は本当にありがとうございました。足の爪を切ってくれてありがとう。グリーンセラピーが楽し

かった。（女性・65歳未満） 

・他病院と比べても、なかなか良いと思います。100 点満点で 95点です。（男性、75歳以上） 

・院長や、スタッフの皆様の経営努力に感服しております。（男性、75 歳以上） 

・これからも変わらないでほしいです。（男性・65 歳未満） 


