
ご意見

眼鏡市場裏の駐車場について
仕切り ロープ、 番号プレート が未整備で利用し づら い。

ご意見

リ ハビリ 室にて
リ ハビリ 中に思っ たこ と ですが、 使用し ている机や座布団について清潔感に
欠けている印象を受けたので、 改善を望みます。

ご意見

エレベータ ーの中にも フ ロアーの紹介をし て欲し い。

ご意見

会計の待ち時間が非常に長いです。 他の病院は自動支払機ですぐ に支払いが
出来るのに。 導入の考えはあり ませんか？是非実現をし てく ださ い。

回答

こ の度は、 ふれあい診療所におき まし て、 会計待ち時間が長く ご迷惑をおかけし 申し 訳ござ
いませんでし た。 定期的に待ち時間の調査を行い少し でも 待ち時間を減ら せるよう にと 検討
し ており ますが十分な対応ができ ておら ず、 お詫びいたし ます。
ご指摘いただいた自動支払機につき まし ては以前検討さ せていただいた経緯も ございます
が、 費用･運用面の観点から 当院での導入は現時点では困難な状況です。
患者さ まがお支払するには、 診察料の計算が出来ないこ と に始まり ませんので、 少し でも 早
く 会計計算でき るよう 改めまし て部署内で対策を検討し て参り ます。 また、 カ ウンタ ーでの
お支払いがスムーズに行く よう こ ちら も 併せて対応の検討をさ せていただき ます。
こ の度は、 貴重なご意見を頂戴いたし まし て、 あり がと う ございます。

（ 事務次長　 三島和美）

（ リ ハビリ テーショ ン科 技師長 石川順一）

回答

こ の度はご意見を頂き まし てあり がと う ございます。
エレベータ ー内にも 施設案内を掲示さ せていただき たいと 存じ ます。

（ 事務次長　 高橋光一）

虹の箱「 みなさ んの声」 1月利用委員会検討分

回答

現場を確認し まし たと こ ろ 、 ご指摘のよう に番号プレート の固定が外れかかっ て斜めになっ
ているも のがあり 、 仕切り のロープが見えにく いと こ ろ も あり まし たので改修いたし まし
た。
ご意見あり がと う ございまし た。

回答

貴重なご意見をあり がと う ございます。
清掃可能な枕へ準備が出来次第変更さ せていただき ます。
今後と も よろ し く お願いいたし ます。

（ 事務次長　 高橋光一）



ご意見

常々思っ ているこ と ですが、 看護師の言葉づかいがなっ ていないと 思いま
す。 今日、 看護の現場では患者様、 利用者様に対し サービスをする姿勢を
取っ ていると 思いますのに、 貴院では患者に対し 年上なのにタ メ 口です。 普
通に敬語を使用さ れれば済むこ と と 思います。

10月21日14時頃地震があり まし たが、 こ の様な時はただちに看護師は全患者
の安否確認を行い、 安全を確認すべき だと 思う のですが、 お互いに「 揺れた
ね」 などと 声を掛け合う だけで、 余震も 想像でき ますのに知ら ん顔で危機感
ゼロでし た。 仕事中にも 関わら ず入れ替わり 立ち代わり デイ ルームにテレビ
を見に来ても おら れまし た。

接遇、 モラ ルの研修を望みます。

ご意見

こ の度、 生協病院の理念等に大き な期待を持っ ていまし たので受診いたし ま
し た。 結果、 入院と なり お世話になっ ており ますが、 まずは看護師はじ め職
員様の忙し さ に頭が下がる思いを持ちまし た。 反面、 看護師、 医師はじ めス
タ ッ フ 間の連携･意思の疎通について少々疑問をも ちまし た。
忙し そう でどなたに声をかけていいのか、 お話し し たこ と が通し ていただけ
ているのか、 だんだん不安を感じ 始めています。 ３ つの病棟を回り まし たが
同様です。 お忙し いと は思いますし 、 職員間でのパイ プの問題も あるかも し
れませんが、 ご一考下さ れば幸いです。

回答

接遇に対し てのご意見あり がと う ございまし た。
日頃から 職員同士や患者様に対する言葉遣いに対し て注意し ており ますが、 良い変化が見受
けら れませんでし た。
「 みなさ ん声」 にご意見を頂いたこ と で、 4東病棟の職員全体で言葉遣いについて話し 合う こ
と ができ まし たこ と を感謝いたし ます。 具体的には、 ①言葉遣いが気になっ たと き には、 そ
の場でお互いに注意し あう こ と 、 ②2017年1月に開催さ れる全職員対象の接遇研修会にでき る
だけ多く の職員が参加し 、 伝達講習を行なう 事で接遇改善に努めるよう 確認いたし まし た。
10月21日鳥取県中部地震の時にはご不安、 ご心配をおかけし まし た。 職員は地震直後全ての
病室を回り 患者様の安否確認を行いまし たが、 患者様自身への声かけが不十分だっ たと 思わ
れます。 今後注意し てまいり ます。
仕事中にも かかわら ずテレビを見ていた職員に対し ては、 師長が個別に指導をいたし ます。
貴重なご意見あり がと う ございまし た。

（ 4東病棟 病棟看護師長　 山本 恵子）

回答

入院中にご心配をおかけいたし まし た。
松江生協病院の理念に大き な期待をも っ ての受診あり がと う ございまし た。 看護師、 医師を
はじ めスタ ッ フ 間の連携に不安を感じ 始めら れているよう で、 ご心配をおかけし ています。
病棟責任者は、 スタ ッ フ ステーショ ンに掲示し てあり ます病棟師長と なっ ており ますのでお
気軽にご相談く ださ い。
職種間の連携はと ても 大切なこ と と 捉えており ます。 今後、 連携が取り 易いよう なシステム
などを作っ ていき ます。 貴重なご意見あり がと う ございまし た。

松江生協病院の理念
★安全安心満足の医療をおこ ないます
★総合的な医療活動を展開し ます
★患者様の人権を大切に、 「 受療権」 を守る医療活動をおこ ないます

（ 生協病院 副看護部長 医療安全管理者　 一二 弘子）

お礼のご意見

こ の度３ 東病棟へ入院し まし た。 その時に担当し ていただいた２ 名の看護師さ んは、 私が入院準備で持参し た荷物を駐車場まで一緒に取り に行っ て下さ るなど、 お忙し い
のにも かかわら ず丁寧に対応し て頂き まし た。 本当にその好意に感謝し まし た。 あり がと う ございまし た。
また、 入院２ 日目に受け持っ て下さ っ た看護師さ ん。 私が何度も 質問するのに対し て嫌な顔も せず常に傾聴し ていただき 、 かつ適切に判断し 対応さ れ、 本当に素晴ら し い
人だなあと 感服いたし まし た。
他にも 関わっ て頂いた看護師さ ん、 看護助手さ んにも 親切、 丁寧に対応し て頂き まし た。 皆様に深く 感謝いたし ます。 本当にあり がと う ございまし た。
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