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全48件の内、一部抜粋にてご意見を紹介させて頂きました。
全てのご意見に関しまして今後の病院運営の参考にさせて頂きます。ご協力ありがとうございました。

病棟ｽﾀｯﾌさん皆さん大変親切に接して下さいます。安心して過ごせます。駐車場から歩くのは辛いので、
ロータリーで下ろして貰うのですが、バスが停まっていたり、慌てるので乗降スペースがあると良いです。デイ
ルーム近くに面会人用のトイレがあるとありがたいです。

夕方、少し照明が暗い。

皆さんご親切にしていただきありがとうございました。キレイな広い病院で満足です。しいていえば食事のパ
ターンがマンネリだったことです。
初めての入院・手術でしたが、医療体制全体について迅速、適切な対応して頂き感謝しています。二度と病
気なりたくありませんがありがとうございました。

聞きたいときに聞けないのは忙しいのでやむを得ないかと思います。とてもあたたかく見守っていただいて早
く治りました。

全体的にはOKですがとても不満は診断書に時間がかかりすぎること。先生のスケジュールもわかるが患者
は裕福者ばかりではなく入院費と生活費の負担は保険にたよらなければならないことも理解してほしい。

前回入院時に経験しましたが、病院のイメージを拭払するようないい環境の元、安心して入院生活をおくれま
した。本当にありがとうございました。
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建物の外観やつくり

医療機器等の設備

トイレ

コンビニエンスストア

理髪店

自動販売機

整理整頓や清掃状態

病室の居心地（清潔さ・広さなど）

ベッド、寝具

病室内設備

冷暖房や照明

食事の内容

食事時間や起床・消灯時間

面会時間について

総合受付の対応

会計受付での対応

病棟事務職員の対応

医師の言葉遣いや態度、身だしなみ

看護師の言葉遣いや態度、身だしなみ

看護助手の言葉遣いや態度、身だしなみ

薬剤師の言葉遣いや態度、身だしなみ

検査技師の言葉遣いや態度、身だしなみ

放射線科技師の言葉遣いや態度、身だしなみ

リハビリ科技師の言葉遣いや態度、身だしなみ

栄養士の言葉遣いや態度、身だしなみ

ソーシャルワーカーの言葉遣いや態度、身だしなみ

プライバシーへの配慮

医師の病状や治療、検査の説明

治療方針を決定する際の希望への配慮

医師への質問や相談のしやすさ

医師の病状に対する処置の適切さ

看護師の説明のわかりやすさ

看護師の処置や対応の手際のよさ

薬剤師の薬についての説明

検査技師の検査時の説明

放射線技師のレントゲン撮影時の説明

リハビリ科技師の訓練時の説明

栄養士の栄養指導

全体として当院に満足されていますか
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４．当院を選択した理由(複数回答)

項目１ ：医療施設が充実しているから

項目２ ：良い治療が受けられるから

項目３ ：良い医師がいるから

項目４ ：言葉遣いや態度など対応が良い

から

項目５ ：評判が良いから

項目６ ：すぐに入院できるから

項目７ ：他の医療機関からの紹介

項目８ ：救急受入れのため

項目９ ：家族や知人のすすめ

令和元年度患者満足度調査結果報告（入院）
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● 他で対応してくれなかった内容を受け入れてくれた。本当に感謝。

● トイレの扉の色が違うとわかりやすいです。認知を持っていると入り口を探してしまうため。

●

●

●

●

●

全117件の内、一部抜粋にてご意見を紹介させて頂きました。
全てのご意見に関しまして今後の病院運営の参考にさせて頂きます。ご協力ありがとうございました。

１F待ち合い室がもう少しゆったりしていると良いと思います。トイレの扉の開閉がせますぎる所があり不
便を感じます。

予約時間通りにいかない。それをなんとかしてもらいたい。せっかくの予約の意味が無い。

駐輪場を増やしてほしいです。いつもいっぱいで停めるのが大変です。

満足しています。内科・眼科に定期的に通っています。長い時間の診療にもかかわらず、最後の一人ま
で穏やかに変わらず診て下さっている先生には頭が下がります。

車以外の交通手段が不便。病院往復の巡回バスの検討をお願いします。

小児科の先生がとても親切丁寧に診察してくださり、的確な診断ですごくいつも感謝しております。小児
科は今回初めて受診させていただいたのですがこんなに良く診ていただいたのははじめてです。
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建物の外観やつくり

トイレ

コンビニエンスストア

総合待合室の設備や雰囲気

駐車場の広さ、入り易さ

交通の便利さ

各科設備や雰囲気

自動再来受付機・自動精算機

清潔感

総合受付の対応

会計受付での対応

各科外来受付での対応

医師の言葉遣いや態度、身だしなみ

看護師の言葉遣いや態度、身だしなみ

薬剤師の言葉遣いや態度、身だしなみ

検査技師の言葉遣いや態度、身だしなみ
放射線科技師の言葉遣いや態度、身だしなみ

リハビリ科技師の言葉遣いや態度、身だしなみ

栄養士の言葉遣いや態度、身だしなみ

ソーシャルワーカーの言葉遣いや態度、身だしなみ

プライバシーへの配慮

医師の診察時間

診察後の支払いまでの待ち時間

医師の病状や治療、検査結果の説明

医師への質問や相談のしやすさ

看護師の説明のわかりやすさ

看護師の処置や対応の手際のよさ

薬剤師の薬についての説明

検査技師の検査時の説明

放射線技師のレントゲン撮影時の説明

リハビリ科技師の訓練時の説明

栄養士の栄養指導

全体として当院に満足されていますか

項目１ ：医療施設が充実しているから

項目２ ：良い治療が受けられるから

項目３ ：良い医師がいるから

項目４ ：言葉遣いや態度など対応が良い

から

項目５ ：評判が良いから

項目６ ：待ち時間が少ないから

項目７ ：他の医療機関からの紹介

項目８ ：家族や知人のすすめ

項目９ ：家や職場が近いから

項目１０：環境が良いから

項目１１：その他

検査の待ち時間

診察の待ち時間

施設に関して

接遇に関して

診療に関して

その他

令和元年度患者満足度調査結果報告（外来）
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当院を選択した理由(複数回答)


