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2018 年度 患者様アンケートの意見への回答 

 
○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】 

・暖房温度が低い（男性、65歳未満） 

・透析室が寒い。（男性、65 歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。内窓を設置する前と比べ設置以降は、概ね室内温度も安定し

てきておりますが、季節の変遷や天候による温度変化に対して的確な対応が遅れがちになる事もあり大

変ご迷惑をお掛けしております。今後とも年間を通して院内環境について話し合いを行い多くの患者さ

んが快適に過ごせる環境作りに心掛けていきたいと思います。また、寒さを感じる時は、掛け布団や湯た

んぽなどの貸し出しや機械の温度調整など行いますので、遠慮なくお声掛け下さい。 

 

・透析室の温度管理点は、出入り口や部屋の隅が良いのでは？また体感温度と室温は違う。気流をなくす

（密閉空間の構築）が管理の基本です。（男性、65 歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。室内空間の温度差や体感温度の違いなどについても対応出

来るように温度計を透析室の入口側、中央、窓側に設置しており今後とも注意深く確認して行きたいと

思います。また個人的に寒暖差を感じた際には、お手数ですがスタッフにお声掛け頂ければ出来る限り

対応致しますので遠慮なくお申し付けください。 

 

【トイレに関連したご意見】 

・トイレの備品の補充をまめにして欲しい。（クリーナーがなかったり、電池が切れていたりすることが

ある。）（女性、65歳未満） 

回答）ご指摘ありがとうございます。患者さんにご迷惑をおかけしないように、掃除担当者が毎日確認し

ていますが、切れている際はご面倒をおかけしますが、２階事務室へお声かけください。 

 

【透析室に関連したご意見】 

・みなさん自分の使用したベッドを整理せず帰宅する人が多いのでせつめいしたほうがいい（性別・年齢

不明） 

・ベッド完備の粘着テープは９０％使用後の汚い状態です。常識的に不潔です。（男性、65 歳未満） 

回答）ご指摘ありがとうございます。ベッドの整理・整頓ですがご協力いただける方には、随時説明させ

て頂いております。ほこりや汚れなど確認し、不快な思いをすることなく快適に過ごせますよう、掃除の

徹底に努めて参ります。 

 

・かぜをひいている人はマスクをしてほしい。かくさんのよぼうにつとめてほしい（男性、65 歳未満） 

回答）大変、不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。今後とも季節のマナーとしてポスター掲示

やお知らせを通して患者様にご理解頂けるように心掛けつつ、頻回に咳をしている患者様がおりました

らマスクの着用を促していきたいと思います。 



2 
 
 

・机の上の棚にホコリがたまっている。床にゴミや髪が落ちていて、そうじがされていない。（性別・年

齢不明） 

・透析機器の後ろ部分が、ほこりで汚い。(女性、65～74 歳) 

・透析室がすごく乾燥してすごい。静電気がすごくたまっている。ベッドの下のほこりがすごい。（男性、 

65～74 歳） 

回答）ご指摘ありがとうございます。週に３日、火木土で専門業者による清掃を行っております。机の上

は消毒薬による拭き掃除、透析機器の後ろ部分のほこりは、月に 1 度掃除機による吸引清掃を行ってお

ります。ゴミや毛髪、ほこりなど汚れが目立つ部分がありましたら、適宜スタッフにお声がけください。 

昨シーズンより大型加湿器を設置して室内環境に注意していますが暖房による相対湿度の変化の兼ね合

いによる乾燥があるようなので今度とも出来る限り適正な湿度が維持できるように心掛けていきたいと

思います。 

 

・透析室内の空気の循環がもう少しできると環境はより良くなると思います。（男性、65歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。各ブロックに、１台ずつサーキュレーターを設置しておりま

すが、もし室温に関して不都合な点がある場合には、スタッフまで申し出て頂ければ幸いです。 

 

・ベッドの幅が狭すぎる。(男性、65～74 歳) 

回答）ご不便をおかけして大変申し訳ございません。透析室の構造上、ベット間隔をこれ以上広くとる事

が出来ない点、ご理解頂ければ幸いです。 

 

【更衣室に関連したご意見】 

・ロッカー室が狭い。荷物の置く場所、着換え狭すぎて（ロッカー室で着換えが終わるまで待っている）

（冬は特に一度見に来て下さい（帰り））（女性、65～74 歳） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。スペースに限りがあり、ご不便をお掛けして申し訳ございま

せん。 

 

・更衣室ロッカーの上にゴミ？と思われるものが長期間放置されている。誰も疑問を感じてない？（男

性、65 歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。事務の担当者が今後気をつけていくように致します。 

 

・床がほこりで汚い。（女性、65～74 歳） 

回答）ご指摘ありがとうございます。ロッカーは、1日に数回掃除していますが、他の所も気をつけて参

ります。 

 

【玄関に関連したご意見】 

・下駄箱と床の関係もあるが、土足で下駄箱まで上がり下りする人がいる。汚いので止めてほしい。患者

間のトラブルは避けたいので注意できない。玄関の床が、水滴で雨でもないのに濡れていることがある。
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（男性、65 歳未満） 

回答）ご指摘ありがとうございます。当院スタッフが、そのような状況をお見かけした場合には、ご協力

をお願いして参りましたが、もし、守られていないような患者さんがいらっしゃいましたら、２階事務室

まで連絡ください。 

 

【駐車場に関連したご意見】 

・駐車場が空いてない時があります。17：30～入室なので遅い時間ですと停めにくい所が空いていませ

ん、17：30～用の駐車場があると助かります。(男性、65 歳未満) 

回答）ご不便をおかけして申し訳ございません。最近車で来られる夜間の患者さんが増えてきているこ

とも要因の１つと考えられますので、駐車場利用の台数の確認を行い、配置等を再検討したいと思いま

す。 

 

【その他のご意見】 

・3 階の廊下の椅子、汚い所がある。（女性、65～74 歳） 

回答）ご指摘ありがとうございます。汚い所を確認し、業者に依頼をして、汚れを落とせるか確認を行い

ます。 

 

・エレベーターの前にイスを置いて頂きたい（2Ｆ）。待つのが辛いです。（女性、65歳未満） 

回答）ご不便をおかけして申し訳ございません。廊下のスペース上、歩行や車いす。ストレッチャー等の

障害物になる可能性があり、防火扉もあるため設置が困難です。事務にお声掛けくだされば、更衣室やラ

ウンジでお待ち頂き声をかけるなどのお手伝いを致します。 

 

・電話の保留待ちが長すぎる。（男性、65 歳未満） 

回答）お待たせし、大変不快な思いをさせて申し訳ございませんでした。平日の日中の場合、事務から引

き継ぐ医師や看護師が処置や診察中の場合などはお待たせしてしまうこともございます。ご理解の程、

宜しくお願い致します。もし、電話をお繋ぎするまでに、時間がかかる場合には、折り返しお電話するな

どの対応もしていきたいと思います。 

 

・やや手狭な感はするが、多くの患者を受け入れる都合上やむを得ない。（男性、75歳以上） 

・透析室のスペースが手狭なのはしょうがないかと（男性、65歳未満） 

回答）スペースに限りがあり、何かとご不便をお掛け致しておりますが、ご理解頂けますようお願い致し

ます。 

 

・掲示板等を使用して啓蒙活動の一つとして、食事に含まれるリンやカリウムの量や、身体老化予防法等

の運動方法等を教えて欲しい。（男性、65 歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。患者様の食事や運動に関する情報や資料等を掲示していく

よう心がけてまいります。 
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【良いご意見】 

・最高の設備、管理が出来てると思います。（男性、65～74 歳） 

・玄関や階段までストーブで温めてくださりありがたいです。（女性、65歳未満） 

・現在の空調関係は、大変良好だと思います。以前は寒かったりしていましたが。・・・(男性、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】 

・食事代（同じなのに）月、火曜日、献立が違うのは何故？左手で食べるのでおにぎりをかためにして頂

かないと、入れ物からとる時、やわらかすぎて、ボロボロになってしまうので、堅めにお願いします。ソ

ース等、切るのに左手なので、開けていただければと・・・（女性、65～74 歳） 

・月曜・火曜 同じメニューでお願いします。(女性、65～74 歳) （女性、65歳未満） 

回答）患者様と同じメニューを当院職員も喫食している都合上、毎日メニューが異なっております。月曜

日で実施したメニューは、3ヶ月後の火曜日に実施されるようなシステムとなっておりますので、ご理解

いただければ幸いです。おにぎりの握り方は、患者様が食べやすいようにかために握るよう調理スタッ

フに周知してまいります。ソースの開封など、片手では不便な事もございます。今後お声がけさせて頂

き、必要時はお手伝いさせて頂きます。遠慮なくお申し付けください。 

 

・食事の味には満足していますが、量的には若干足らず、帰りにもう一度食べてしまう事が多いです。人

によってライスの盛りだけでも量を増やしてもらえるとありがたいです（男性、65歳未満） 

・メニューは廊下に掲示されているので、良いと思いますが、おかずが少し不足していると思う。（男

性、75 歳以上） 

回答）透析食の栄養量の範囲内で献立を作成しているため、おかずの量の調整が難しいですが、今後献立

作成の際には出来る範囲で満足のいただけるよう考慮していきたいと思います。ご飯の量に関しては、

ご希望にそえるよう大盛りも検討してまいりますので、ご希望がある方はスタッフまでお申し出いただ

きますようお願い申し上げます。 

 

・610 円で給食をいただいておりますが、諸物価が上がっている折、この値段では調理する人たちにめい

わくをかけていると思います、患者にアンケートをとって、今の 610 円から 700 円くらいにしてはどう

かと反応を見てはいかがでしょうか、少しでも調理をしてくれている人たちの苦労に答えたいと思いま

すので。・・（男性、75歳以上） 

回答）お気遣いいただきありがとうございます。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に設定いたしま

した。材料費は上がっておりますが、様々な経済状況の患者様がいる中でなるべく多くの方に召し上が

っていただけるように、現在のところ値上げは考えておりません。 

 

・食事は、火・木・土の昼で頂いてますが、他の病人のそばでの食事はよくない。2階で食べさせてもら

いたい。（男性、65～74 歳） 
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回答）ご不便をおかけして申し訳ございません。患者さんの病状に応じて、看護師の目が行き届く必要が

ある場合もありますので、ご理解いただけますと幸いです。 

 

【穿刺に関するご意見】 

・針刺しはまだなれませんが皆さんの真剣さが伝わります。（女性、65 歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。今後とも技術向上に努めていきたいと思います。 

 

・針刺しの時痛い時が多い。５回も刺されて辛い。終わってもすぐに来てくれない。会社に戻らなければ

いけない人の時間はきちんと守ってほしいです。（性別・年齢不明） 

・男性技士の方は失敗が少ないが、女性看護師の失敗が多いと思う。穿刺が恐怖で体が硬くなる時があ

ります。安心してベッドにいられるようにして欲しい。（男性、75 歳以上） 

回答）穿刺の失敗にて、苦痛を強いられることになり、大変申し訳ございませんでした。昨年、穿刺に

ついてのご意見を頂き部署内で穿刺技術の向上を目的に意見交換や情報共有を行ってきましたが、今回

のご意見を頂きまだまだ不十分であると痛感致しました。今後とも更なる技術向上に取り組んでいきた

いと思います。また、穿刺時痛みが強い場合、事前に麻酔のテープやクリームなども使用することが出

来ますので、スタッフにお声がけ頂ければ対応させて頂きます。 

 

・人間個人差があるので仕事の速い人、遅い人はいたしかないと思う。（男性、65～74 歳） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。今後とも技術向上に努めていきたいと思います。 

 

・針刺しの待ち時間が長い。（女性、65～74 歳） 

・時々待ち時間が長い。10 分以上待つ。（男性、65～74 歳）  

・針を抜く時間がきてもなかなかやらない。（性別・年齢不明） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。穿刺や回収については、出来るだけ待ち時間が長くならない

ように心掛けていますが、各患者様の透析時間、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ますのでご理解頂ければ幸い

です。 

 

・透析が終わってから止血に時間がかかり過ぎる時がある。（性別・年齢不明） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。止血に時間がかかり過ぎる時がありましたら穿刺場所や抗

凝固剤を変更する事で解決できる場合がありますので、お手数ですがスタッフにお声掛けください。 

 

【プライバシーに関するご意見】 

・例えば他県に行ってベッドを空けるときは余計なことは言わないで欲しい。となりのベッドの人に聞

きたがる人がいるみたいなので！（男性、65～74 歳） 

・大部屋だからプライバシーの確保は難しい。（男性、75 歳以上） 

回答）大変申し訳ございません。出来る限りプライバシーに配慮して行きたいと思います。 
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【その他】 

・来た順に入室すれば待ち時間がないのではないか（男性、75歳以上） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。透析室への入室や穿刺については、各患者様の透析時間、要

介護者数、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ますのでご理解頂ければ幸いです。 

 

【良いご意見】 

・非常に良い。（性別・年齢不明） 

・お電話の対応は申し分ありません。（性別不明、75 歳以上） 

・昼食を頂いていますが、毎回楽しみにしています。（女性、65歳未満） 

 

○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】 

・医師の薬に対する対応がよくない。（男性、65～74 歳） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。なるべく薬に関して、丁寧にわかりやすく説明するように

注意して参ります。もし、薬に関しては、ご不明な点等ございましたら、遠慮なくお尋ね頂ければと思

います。 

 

【看護師に関するご意見】 

・看護師さんが忙しそうで可哀想です。あと 1人いたらな？。（女性、65～74 歳） 

回答）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。 

 

・体重計の前で看護師が立っているのは間違えない為なのでしょうがスムーズに対応を指示して欲しい

です。始まる時間がズレて迷惑かけてしまいます。（女性、65～74 歳） 

回答）大変申し訳ございません。体重測定間違いは、重大事故につながる場合もございますので、体重

は必ずスタッフ２人で確認することになっております。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

・看護師さんは、頑張って一生懸命に仕事に集中していると思う。（男性、65～74 歳） 

・穿刺が終わると血圧測定時以外は看護師が病室に姿が見えず、体調が悪いとき声が掛けられない。

（呼び出しボタンはあるが）（性別・年齢不明） 

回答）大変申し訳ございません。体調の確認は適宜お声がけさせて頂きます。体調が悪い時は我慢せず

に、遠慮なくナースコールをご使用下さい。 

 

・悪い看護師がいる。（性別・年齢不明） 

回答）大変申し訳ございません。今後も接遇向上に努めて参ります。 

 

・血圧測定時には傍についていてほしい。ある程度、仕方ないと思うのですが、両腕が動かせない状況
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があるのはつらいです。（男性、65歳未満） 

回答）大変申し訳ございません。血圧測定時はなるべく傍で待機し、終了後血圧計をすぐに外すよう心

掛けて参ります。 

 

・看護師が忙しすぎて、話が出来ない。（男性、65～74 歳） 

回答）不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません。お話があるときは、透析中が難しい場合

など、透析前後でも伺いますので遠慮なくお声掛け下さい。 

 

【臨床工学技士に関するご意見】 

・透析技師のベテランの指導と若い技師たちの努力で若い技師さんたちが日に日に技術が向上しつつあ

ります、これからも精進して下さい。（男性、75歳以上） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。今後とも日々努力し更なる技術向上に取り組んでいきたい

と思います。 

 

【その他のご意見】 

・今までトラブル等も無く、相談した事もないので今のところわかりません（男性、65歳未満） 

・各検査結果を口頭ではなく書面にて（１ヶ月単位で）頂ければ良いですね。（女性、65歳未満） 

回答）自己管理表をお渡しする事が出来ます。ご希望がございましたらお声掛け下さい。ご自身で記入が

難しい患者さんの場合は、採血の結果をこちらで記入させて頂きます。 

 

・身体の上にテープ等の物を置く人がいる。倫理教育に疑問を感じる。（男性、65 歳未満） 

回答）大変申し訳ございません。身体の上に者を置かないよう、スタッフ全員接遇の見直しを行っていき

ます。 

 

・除水時間延長時の ECUM 切り替え率は２０％程度だが、病院の方針ですか？（男性、65歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。決められた透析時間内で除水が終了出来るように自己管理

をして頂けるのが理想ですが、体重増加が多くやむを得ず延長する場合、基本的に透析で延長しますが、

患者様の病状によりＥＣＵＭ等の選択肢もあり得る事をご理解頂けたら幸いです。 

 

・針抜きやヘパリン止等は、担当者、業務の割付？があり時間やカルテ記載での対応遅れが 40%程度発生

している。特に 21:30〜となると 60%に上昇する。（男性、65 歳未満） 

・終了したのにすぐに来てくれない。（女性、65～74 歳） 

回答）大変申し訳ございません。ヘパリン止めや針抜きなど、遅れずに対応するよう努力して参ります。

除水終了と透析終了時間が異なるため、少々お待ち頂くことがありますのでご理解いただけると幸いで

す。 

また、お手数ですがお気付きの際は、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をお願い

致します。 
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【良いご意見】 

・転院して日が浅いので、まだ接した方も少ないので、わからない方も多いですが、当院で接した方々は

皆さん真摯に対応していただき感謝しています。（男性、65歳未満） 

・日々努力してくださっているのが良くわかり安心感がわきます。（女性、65 歳未満） 

・皆さんに良く見て戴いております。（性別・年齢不明） 

・話しやすくて大変満足しています。（男、65 歳未満） 

・稲見さん、高松さんには具合が悪いときは大変お世話になりすごく感謝しています。患者さんを親身に

なって考えてくれています。（感謝）（女性、65～74 歳） 

 

○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】 

・患者を「様」付けで呼ぶ病院が多い中、「さん」で呼ばれることで、親近感とパートナーとしての信頼

感があります。（男性、65 歳未満） 

・話しやすく安心して通院できます。※少していねいすぎるかも。（女性、65 歳未満） 

・言葉づかいがあまりに丁寧なのも、いかがなものか…。親しみを感じない。言葉づかいよりも患者によ

りそった看護、見守りが大切ではないのか。（性別・年齢不明） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。当院では患者様に対して丁寧な言葉遣いを大切にしており

ますが、言葉だけでなく心のこもった対応を心がけて参ります。今後とも患者様との信頼関係を構築し

ながら安心していただけるようスタッフ全員で取り組んでいきたいと思います。 

 

・10 日の支払日→スムーズにお願いします。保険証の検査は透析帰りとか、支払（朝食事代等）は透析

前とか（女性、65～74 歳） 

回答）ご不便をおかけして申し訳ございません。支払日は 10 日以降、月末までとなっておりますが、10

日は込み合います。10 日は、窓口を 2 人で対応していますが、患者さんが集中する場合、お待たせして

しまう時もあるかと思います。10 日過ぎであれば、スムーズに対応できると思いますので、ご検討いた

だけますと幸いです。 

 

・針刺しも針を抜くときも話にならない看護師がいる。よごれていても、いつも知らないふりをしてい

る。（性別・年齢不明） 

回答）不適切な対応にて大変申し訳ございません。針刺し、針抜き、汚れなど、苦痛や不快なく行えます

よう、看護師スタッフの再教育に努めて参ります。 

 

・人によりますが、あいさつが人の顔をいてもしない人、あと、機嫌の善し悪しで態度が・・・の人も中

にはいるように思います。（男性、65 歳未満） 

・悪い人もいれば良い人もいます。まちまちです。やる気があるのかないのか？不愛想な看護師もいる！

看護師 2 人で話をするのもだめ！（女性、65～74 歳） 

回答）不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。当院では接遇研修を行っておりますが、笑顔での
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挨拶、丁寧な対応、私語を慎むことなど、今後徹底して参ります。 

 

・自分のいびきがうるさいから悪いのだが、起こされるのがつらい。（男、65 歳未満） 

回答）不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。透析室の構造上、ベット間隔が狭い為、他の患者

さんにご迷惑がかかる場合にはお声かけさせていただいております。また、血圧測定時など、必要に応じ

てお声掛けする場合がありますのでご理解頂ければ幸いです。 

 

【良いご意見】 

・常に明るく対応している。当院の教育の結果だと思う。（男性、65～74 歳） 

・いつも明るい挨拶に心が和らぎます。（女性、65 歳未満） 

・申し分ありません。（性別・年齢不明） 

 

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】 

・しばらく調理実習がなされていません。新しい患者さんも増えてきています。今年はぜひ実習会を開い

て下さい。（女性、65 歳未満） 

回答）諸事情により調理実習の実施がみおくられており、患者様には大変ご迷惑をおかけしております。

今後業務改善等を検討し、調理実習の再開が出来るよう努めてまいります。 

 

・患者によってですが、自分で出来る事は薬等、なんでも看護助手さんにやってもらう人いますが、家で

はどうしてるの？と思いたくなり、悪口になってしまうかもしれませんが、何でもしてもらえると思っ

ているのでしょうか？甘えているように思ってしまいます。マナーに欠けるようで、何でもしてもらう

気持ちが理解できません。病院側も少し言ってもいいのでは。（女性、65～74 歳） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。当院の方針としては、自分でできることは自分で行って頂く

のが基本ですが、患者さんの個々の状況によっては、お手伝いする場合もあります。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。 

 

・現状の今の状態で進行する事を望みます。（男性、65～74 歳） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。今後とも患者様のご期待に沿えるようスタッフ全員で取り

組んでいきたいと思います。 

 

・毎年アンケートをされているが、病院側は改善している意識はありますか？患者からすると何も改善

されていないと思う。看護師にも個人差があり、とても患者に寄り添った親切な人もいれば、相変らず業

務だけを淡々とし不親切な看護師がいる。看護師とは…何でしょうか？業務をこなすことは大切ですが

一番大切なのは病人に寄り添う気持ちや笑顔や見守りも大切ではないでしょうか。外側ばかり（言葉づ

かいやアンケート）改善しても、中身が充実した人材育成をしないと、カッコつけている病院になってし

まいますよ。院長！個人教育が必要。（性別・年齢不明） 
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回答）貴重なご意見ありがとうございます。アンケート以外にも定期的に CS 委員会（CS：Customer 

Satisfaction＝患者満足）にて対応を話し合う機会を設けたり、接遇研修会を開催するなど、スタッフ

一人ひとりが接遇の向上を意識し、勉強するための場を設けています。今後も接遇や対応について見直

す機会を設け、精進して参ります。 

 

・駐車場利用マナーを取引業者にも徹底願いたい。軽自動車は指定場所使用を指導願います。（男性・65

歳未満） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。取引業者には、来院時間や駐車場所を指定し協力をお願いし

ております。軽自動車の駐車場所も専用の場所の利用をお願いしておりますが、タイミングが合わない

場合など、通常の場所に停めざるを得ないこともあるようです。今後とも駐車場の効率的な利用を促進

して参ります。 

 

・言葉の暴言や人をいじめたりしているおばさんがいる。嫌がらせもあるよ！わがままし放題！ベッド

でも！それを聞いている方も何かと思う！（女性 65～74 歳） 

回答）貴重なご意見ありがとうございます。お気付きの際にはお手数ですがスタッフにお声掛け頂けた

ら幸いです。 

 

・透析中の TVが BS が見られる様になればと思う。（男性 65 歳未満） 

回答）現在ＢＳの視聴環境が、整えられないためご希望に添えない点をご理解いただければ幸いです。 

 

【良いご意見】 

・他院から転院して初めて気付く事ですが、医師さんの検査結果の迅速な対応、技士さんの穿刺技術の高

さ、看護師さんの話しやすさ等、どれをとっても大変満足及び感謝しています。これからも長い付き合い

になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。（男性、65歳未満） 

・いつも大変お世話になりありがとうございます。（女性、65 歳未満） 

・まだ良くわかりませんが、始める時の不安はなくなり日々生活が出来ております。ありがとうございま

す。（女性、65歳未満） 

・清掃員の人は、寒いなか、陰ひなたなくしっかりやっていますので毎日「いつも玄関先がきれいに清掃

されて気持ちいいですね」そう言うと「そういっていただいてありがとうございます」というおとばが返

って来ます、朝からとてもうれしい気持ちになります、毎日ご苦労さまです。（男性、75歳以上） 

・女性の看護師新井さんはすごく好感もてます。(性別不明、75歳以上) 


