
Ⅲ．入院患者さんアンケート

　１．入院や退院手続きについて

①入院手続きや入院のための説明書類の分かりやすさ

②入院手続きをした職員の説明や対応

③退院時の手続きの分かりやすさ

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

入院手続きや入院のための説明書類にかか

る満足度は、「満足」および「やや満足」を合わ

せて、前年度を8％下回る43％のご評価をい

ただきました。また、「不満」および「やや不満」

を合わせて、前年度2％を上回る16％のご評

価となっており、満足度は大きく低下したもの

と認識しています。今後、入院手続きにかかる

説明および契約様式の見直しを図り、患者さ

んやご家族の皆さまにとって分かりやすい内

容にしてまいります。

入院手続きをした職員の説明や対応にかかる

満足度は、「満足」および「やや満足」を合わ

せて前年度を4％下回る62％のご評価をいた

だきました。また、「不満」および「やや不満」を

合わせて、前年度を3％上回る10％のご評価

となっており、満足度は大きく低下したものと

認識しています。スタッフによる説明が、患者

さんやご家族にとってより分かりやすくなるよ

う、努力してまいります。

ご意見の内容

退院時の手続きの分かりやすさに関する満足

度は、「満足」および「やや満足」を合わせて、

前年度を5％下回る58％のご評価をいただき

ました。一方で「不満」および「やや不満」を合

わせて、前年度より1％下回る10％のご評価を

いただきました。前年度より満足度が大きく低

下していることを真摯に受け止め、今後退院

時の手続き等の改善を適切に行い、より高い

ご評価を頂けるように取り組んでまいります。

ふつう
42%

満足
32%

やや満足
11%

やや不満
9%

不満
6%

満足
43%

ふつう
28%

やや満足
19%

やや不満
6%

不満
4%

満足
39%

ふつう
32%

やや満足
18%

やや不満
7%

不満
4%

 21ページ



④請求書や領収書の明細の分かりやすさ

⑤退院後の不安(生活・療養等)解消度

⑥退院手続きをした職員の対応

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

請求書や領収書の明細の分かりやすさに関

する満足度は、｢満足｣および｢やや満足｣を合

わせて、前年度を１％下回る51％となりまし

た。また、｢不満｣および｢やや不満」を合わせ

て、前年度を4％上回る12％と厳しい評価をい

ただきました。

本件の改善も含め、来年度から、会計に関わ

るシステムを全面的に見直しすることを計画し

ており現在取り組んでおります。このシステム

の更改を機に、分かりやすい請求書および領

収書のご提供に改めてまいります。

退院後の不安解消度に関する満足度は「満

足」および「やや満足」を合わせて、前年度を

３%下回る55％のご評価をいただきました。一

方「不満」および「やや不満」を合わせて、前

年度を２％下回る１３％のご評価をいただきま

した。満足度が前年度を下回っていることを受

け止めて、退院後の不安解消のため、入院中

からの支援体制を整え、退院後のリハビリテー

ション体制の充実を図り、患者さんの退院後

の不安解消に万全の態勢で引き続き臨んで

まいります。

ご意見の内容

退院手続きをした職員の説明や対応に関する

満足度は、「満足」および「やや満足」を合わ

せて、前年度を２％上回る７１％のご評価をい

ただきました。また、「不満」および「やや不満」

を合わせて、前年度を１％下回る６％のご評

価をいただきました。患者さんの満足度は少し

ずつ向上していると受け止めています。引き

続き職員の対応につきましてご満足いただけ

るものとなるよう指導に努めてまいります。
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⑦総合的にみた入院や退院手続きへの満足度

⑧入院や退院手続きに関する主なご意見等

区分

ご迷惑をおかけいたしました。病棟と医療事
務の連絡を確実におこない、患者さんへのご
負担がないよう配慮してまいります。

その他
何もありません。大変お世話になりました。 励ましのお言葉も頂いております。今後も患

者さんのニーズにお応えできるよう、努力して
まいります。親切に対応して頂きありがとうございました。

退院

退院手続きについて、事前に説明して欲し
かった。

ご迷惑をおかけいたしました。患者さんにご迷
惑をおかけしないように、事前に説明させてい
ただきます。

退院時に事前清算の準備をしておきますとお
伝えがありましたが、行ってみると準備ができて
いなく、待たされました。

ご意見の内容 回答

入院

入退院後に色々と問題が起きないようにと配慮
された手続きだとは思いますが何枚も何枚も書
類に署名捺印をすることが多すぎると感じまし
た。集約できるように考えてほしいと思います。

入院時の書類については、書式の変更を予
定していますが、入院手続き上どうしても省略
できない説明事項もございます。入院時の患
者さんの病状等に配慮し、手続等の時間短縮
に心がけ、患者さんのご負担にならないよう配
慮してまいります。

入院時の書類の署名がわずらわしい。体調が
悪くて入院なので辛い。

請求書、領収書、１目で分からず悩んでいま
す。全、請求書の金額をプラスして記載して下
さい。

２０１３年４月分の請求書から入院費と日用品
費が合計された請求書となります。

入院時食事をどのように（どこに言ってどうする
等）の説明がなかった。お風呂の場所や、どの
ようにして入浴したら、又、洗面所等の説明もな
かった。

ご迷惑をおかけいたしました。入院時におこな
うオリエンテーションで説明漏れがないよう努
めてまいります。

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

入院手続きや退院手続きにかかる患者さんの

総合的な満足度は、「満足」と「やや満足」をあ

わせて前年度を4％下回るご評価をいただき

ました。また、「不満」および「やや不満」をあ

わせて前年度より1％下回ったものの、改善へ

の大きな変化はなく、総合的に満足度は低下

したものと認識しています。

「不満」や「やや不満」のご評価の多かった「入

院時の手続きや説明書類の分かりやすさ」に

つきましては、省略することはできないため、

説明事項および契約書類全般の合理的な見

直しを行い、患者さんおよびご家族の負担を

軽減する諸策を工夫してまいります。患者さん

の入院をより安心なものにするため、職員一

同改善に取り組んでまいります。
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　２．病室について

①病室の清潔さ等

②病室の温度

③病室の中で感じる騒音

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

病室の清潔さに関する患者さんの満足度は

「満足」および「やや満足」を合わせて、前年

度を2％下回る71％のご評価をいただきまし

た。一方「不満」および「やや不満」を合わせ

た評価は前年度より2％下回る8％のご評価を

いただきました。

今年度は、更に心配りに努めさせていただき、

患者さんが入院中の生活空間に満足してい

ただけるようスタッフ全員で改善を図ってまい

ります。

病室の温度に関する患者さんの満足度は「満

足」および「やや満足」を合わせて、前年度を

1％下回る63％のご評価をいただきました。一

方「不満」および「やや不満」を合わせた評価

は前年度を1％下回る12％のご評価をいただ

きました。今年度は猛暑の中、夏は26℃の標

準設定にご協力いただきありがとうございまし

た。冬も22℃の標準設定の中で、感染防止の

ため換気を行なう際にはご協力いただきあり

がとうございました。

ご意見の内容

病室の中で感じる騒音に関する患者さんの満

足度は「満足」および「やや満足」を合わせて

前年度を3％上回る44％のご評価をいただき

ました。一方「不満」および「やや不満」を合わ

せた評価は前年度を3％下回る28％のご評価

をいただきました。

エアコンの換気音、トイレの開閉音、南館の駐

車音などまだ課題点は残っております。引き

続き改善の検討を続けてまいります。
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④病室の中であなたが使える空間

⑤ベッド(清潔感等)

⑥照明、呼出ボタン、テレビ等の整備状況

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

病室内の空間に関する患者さんの満足度は、
「満足」および「やや満足」を合わせて、前年
度より4％上回る60％のご評価をいただきまし
た。また、「不満」および「やや不満」を合わせ
たご評価も1％下回る12％のご評価をいただ
き、年々満足度向上のご評価をいただいてお
ります。
ストレス病棟での2人部屋において同室者へ
の配慮、また閉鎖病棟でのカーテンでの仕切
りがほしい。というご意見をいただいており、今
後病棟の大規模な増改築の際、患者さんのご
意見として大切にしてまいります。

ベットの清潔感等に関する患者さんの満足度

は「満足」および「やや満足」を合わせて、前

年度を3％下回る67％のご評価をいただきまし

た。一方、「不満」および「やや不満」を合わせ

たご評価は1％上回る6％のご評価をいただき

ました。

布団を交換してほしかった、マットの固さを選

びかったという意見がありました。週1回のシー

ツ交換時に、汚染のある布団も交換しておりま

すが、患者さんからの申し出により臨機な対応

も行なっております。

ご意見の内容

照明、呼出ボタン、テレビ等の環境整備に関

する患者さんの満足度は「満足」及び「やや満

足」を合わせて前年度より２％上回る62％のご

評価をいただきました。また「不満」及び「やや

不満」は前年度と変わらず11％のご評価をい

ただきました。

今年度もこれまで以上に患者さんのご意見を

参考にさせていただき、改善点に取り組んで

まいります。
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⑦プライバシー

⑧総合的にみた病室の満足度

⑨病室に関する主なご意見等

区分

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

プライバシーの確保に関する患者さんの満足

度は「満足」及び「やや満足」を合わせて前年

度を3％下回る58％のご評価をいただきまし

た。また「やや不満」及び「不満」を合わせて前

年度と同様の14％のご評価をいただきまし

た。

多床室においては、病棟スタッフから患者さん

に対し、他の患者さんへのご配慮いただくよう

十分に説明を尽くし、ご協力を得られるよう努

めて参ります。また、カーテンのご活用もお願

いしてまいります。

病室に関する患者さんの総合的な満足度は、

「満足」及び「やや満足」を合わせて、前年度

を2％上回る63％のご評価をいただきました。

しかし、「やや不満」及び「不満」を合わせて前

年度を2％下回る11％のご評価をいただきまし

た。

ドアの開閉の音や多床室の場合の話声など

昨年度と同様の意見をいただいております。

今後も検討課題として改善に向け努めてまい

ります。

ご意見の内容 回答

音

屋上の車の騒音がうるさい。

エアコンの騒音がする。

携帯電話の話声がうるさい。

空調設備の点検や、屋上の道路について調

査・改善を行うことを検討していきます。また携

帯電話の使用に対して患者さんの協力をお

願いして参ります。
温度・湿度に関しましては、今年度も日々担
当者がチェックして適切な環境を提供できるよ
うに努力して参ります。
テレビの音に対してはその都度注意させてい
ただきます。また各病棟のテレビの点検をして
いきます。

テレビ
音がうるさい。

１つの局しか映らなかった。

温度
湿度

部屋が寒い。

部屋が乾燥している。
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　３．院内の設備・備品について

①洗面所の清潔さ等

②トイレの清潔さ・使い勝手等

③入浴設備の清潔さ・使い勝手等

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

洗面所の清潔さに関する満足度は「満足」お
よび「やや満足」を合わせて、前年度を２％下
回る６５％のご評価をいただきました。また「不
満」および「やや不満」を合わせて前年度を
５％上回る１２％のご評価をいただきました。
洗面所は患者さんが毎日お使いになる場所
であり、常に清潔を保っていなければならい
場所であると考えております。満足度の低下
をきちんと受け止め、清潔をこころがけ、環境
整備に努め高いご評価をいただき、気持ちよ
くご使用して頂けるよう努めてまいります。

トイレの清潔さ・使い勝手への満足度は「満

足」および「やや満足」を合わせて前年度より

１％上回る６１％のご評価をいただきました。

一方「不満」および「やや不満」を合わせて前

年度を２％上回る１６％のご評価をいただきま

した。洗面所同様トイレも患者さんが毎日お使

いになられる場所であり、常に清潔にしておか

ないといけない場所と考えております。

今後もより一層の清潔をこころがけ、快適に使

用して頂けるよう努めてまいります。

ご意見の内容

入浴設備の清潔さ・使い勝手等に関する満足
度は、「満足」および「やや満足」を合わせて、
前年度を５％下回る５１％のご評価をいただき
ました。
また「不満」および「やや不満」を合わせて、前
年度を４％上回る１７％のご評価をいただきま
した。満足度は大きく低下したと受け止めてお
ります。
今後、より一層患者さんが、安全にまた快適に
使用して頂けるよう改善に取り組んでまいりま
す。
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④ロッカーや貴重品の一時預かりサービス

⑤公衆電話の設置場所や設置数

⑥院内の見取り図や案内板

草津病院「患者さま満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

ご意見の内容

ロッカーや貴重品の一時預かりサービスに関
する患者さんの満足度は、「満足」および「や
や満足」を合わせると、前年と同じ50％の評価
でした。また、「不満」および「やや不満」を合
わせて、前年度を1％下回る13％の評価で、
概ね前年度と同水準の評価となっています。
ロッカーが狭く使いにくい、また、貴重品の手
続きが面倒との意見も頂いています。ロッカー
については今後検討する課題と受け止めてい
ます。貴重品については責任をもって管理さ
せて頂く必要性を考えての手続きであることを
ご理解いただきたくお願いいたします。

公衆電話の設置場所や設置数に関する患者

さんの満足度は、「満足」および「やや満足」を

合わせると、前年度を2％上回る49％の評価

でした。また、「不満」および「やや不満」を合

わせて、前年度を4％上回る13％の評価で、

満足度には問題があると認識しています。

公衆電話の数が少ないとの意見を頂いており

ますが、携帯電話の普及とともに使用頻度の

低い公衆電話は撤去される傾向にあります。

したがって、当院においても携帯電話の使用

範囲の拡大を検討いたします。

ご意見の内容

院内の見取り図や案内板に関する患者さんの

満足度は、「満足」および「やや満足」を合わ

せると、前年度を1％上回る51％の評価でし

た。しかし「不満」および「やや不満」を合わせ

て、前年度を2％上回る11％の評価となってお

り、満足度にはやや問題があるものと考えてい

ます。

広い敷地でもあり、患者さんおよびご家族の

方等に、より分かりやすい案内版を作成する

など、改善に努めてまいります。

ふつう
37%

満足
34%

やや満足
16%

やや不満
8%

不満
5%

ふつう
38%

満足
38%

やや不満
11%

やや満足
9%

不満
4%

ふつう
38%

満足
35%

やや満足
16%

やや不満
8%

不満
3%
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⑦売店

⑧総合的にみた設備・備品の満足度

⑨院内の設備・備品に関する主なご意見等

区分

脱衣場のヒーターを早めに入れて、寒くない

よう、浴室内の温度管理をしてまいります。

業者との折衝を進めて改善いたします。

入浴設備

トイレ

お風呂が広く寒かった。

もう少しトイレを清潔にしてほしい。

回答

売店 売店の品揃えが少ない。

売店に関する患者さんの満足度は、「満足」お

よび「やや満足」を合わせると、前年度と同じ

41％の評価でした。また「不満」および「やや

不満」を合わせて、前年度を2％下回る19％の

評価となっており、問題があるものと考えてい

ます。

この評価を真摯に受け止めて、売店職員の対

応や品揃えおよび営業時間の拡大等につい

て、売店業者と折衝を進め早期の改善に取り

組んでまいります。

総合的にみた設備・備品の満足度は、「満足」

および「やや満足」を合わせると、前年度を

2％上回る56％の評価でした。また「不満」お

よび「やや不満」を合わせて、前年度を2％上

回る9％の評価となっており、評価が分かれる

結果となりました。

良い評価をいただいた反面、改善すべき点も

ご指摘を受けた評価であったと考えていま

す。今後も患者さんのご意見を基に、よりよい

環境整備に努めてまいります。

ご意見の内容

トイレの清掃には気を配っていますが、気持ち

よく使用していただくために、今後、一層の清

掃や整備などを行い衛生管理に努めて、患者

さんの快適性の向上を図ってまいります。

売店のスペースの問題もありますが、売店の

草津病院「患者さま満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

ご意見の内容

ふつう
40%

満足
26%

やや満足
15%

やや不満
14%

不満
5%

ふつう
35%

満足
33%

やや満足
23%

やや不満
7% 不満

2%
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　４．食事について

①料理の温度

②料理の味

③料理の量

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

料理の温度に関する患者さんの満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて、昨年度65％

から今年度60％と下回っています。温かいも

のと冷たい物がはっきり分けてあったのが良

かったというご意見を頂きました。

カユの温度については配膳順で熱すぎたり、

ぬるくなっていたりという問題もありました。「ふ

つう」も含めて概ね満足頂いているという評価

と受け止めております。

料理の味に関する患者さんの満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて昨年度は58％でし

たが、今年度は51％と大きく下回りました。「ふ

つう」と感じられる患者さんが27％から31％、

「不満」を感じる患者さんは15％から18％へ増

えています。味付けに変化をつけて欲しい、

魚料理は臭みがありまずいなど嗜好性が高

まっているようにも感じました。味の評価は、全

体的に濃いまたは薄い、おかずが甘すぎるな

ど意見が分かれる傾向にあります。

ご意見の内容

料理の量に関する患者さんの満足度は、「満
足」「やや満足」を合わせて、昨年度50％から
46％と下回っています。
主食の米飯量は調整を行っていますが、主
菜・副菜の分量については、患者さんから、
「体を動かしていないのだから分量が多い。」
とのご意見や、「肉主菜や野菜分量をもっと増
やして欲しい。」などの意見を頂きました。治
療食の患者さんからは、「ふだん食べすぎな
のが良くわかりました。体重も検査値も下がり
ました。」との感謝のお声を頂きました。

満足
42%

ふつう
31%

やや満足
18%

やや不満
7% 不満

2%

ふつう
31%

満足
31%

やや満足
20%

やや不満
14%

不満
4%

ふつう
40%

満足
28%

やや満足
17%

やや不満
10%

不満
5%
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④メニュー

⑤食事の時間帯

⑥栄養士による栄養指導

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

メニューに関する患者さんの満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて、昨年度の55％か

ら50％へ下回りました。品数をもう少し増やし

て欲しかったなど「不満」「やや不満」が17％か

ら19％と増えています。常食選択メニューに

ついても、自分で献立を決められるのが良

かったという意見と、魚献立が多いので、肉料

理や生野菜をたくさん使った献立があるとよい

などの意見を頂きました。主食についても、ご

意見を頂きましたので、玄米ごはんや雑穀米

なども検討していきたいと思います。

食事時間帯に関する患者さんの満足度は、
「満足」「やや満足」を合わせて、前年度55％
から53％とやや下回りました。
朝食がもっと早い方が良い、昼食や夕食がも
う少し遅い方がよいなどの意見がありました
が、「不満」が昨年度の10％から7％と減少し
ており、「ふつう」が35％から40％でした。集団
生活の中での食事であることをご理解いただ
いておりますことに感謝申し上げます。
また、毎日朝食の準備を午前5時から行って
おり、朝のパン食、米飯食は嗜好で選んでい
ただけるようにしております。

ご意見の内容

栄養指導については、この1年間力を入れて
まいりましたが、栄養指導を受けられることを
知らなかったというご意見も多くありました。今
後は、患者さんに栄養指導や栄養教室のお
知らせを積極的に行い、掲示等を検討してま
いります。
「満足」「やや満足」は昨年度同様35％　「ふ
つう」が47％　「不満」「やや不満」は18％と、ほ
とんど昨年度と変わりありませんでした。アレ
ルギーや嚥下の食事支援を行った患者さん
からは、感謝のお言葉をいただきました。

満足
31%

ふつう
31%

やや満足
19%

やや不満
14%

不満
5%

ふつう
40%

満足
36%

やや満足
17%

やや不満
5%

不満
2%

ふつう
47%

満足
25%

やや不満
10%

やや満足
10%

不満
8%
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⑦食事を運んだ職員の態度

⑧総合的にみた食事の満足度

⑨食事に関する主なご意見等

区分

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

食事をお運びした職員に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて、昨年度を1％

下回る62％でした。「ふつう」が29％から33％

へ増えています。

ご意見の中には、食事のトレーを食卓に置か

れる際ゆっくりと置いて下さい。皆様楽しみに

しておられますので、○○さんお待たせしまし

た～とかの声かけをして頂けると嬉しいです。

とありました。本当に楽しみに待って頂いてい

るお姿が浮かび感謝致します。

総合的にみた食事の満足度は、「満足」「やや

満足」を合わせて昨年度60％から50％へ大き

く下回り、「ふつう」が28％から38％と増えてい

ます。「不満」割合は変わりませんでした。

今年度は、朝食の１品に、生野菜献立を多く

取り入れることに取り組みしました。温かい料

理は温かく、サラダﾞ類も新鮮で、とても充実さ

れた内容でおいしく頂きました、などのご意見

を頂くことができました。

ご意見の内容 回答

要望

もう少しﾊﾞﾗｴﾃｨーがあればよい。全体的に、
朝・昼・夕の食事の金額が同じなら内容をもう
少し考えて欲しい。

食事に関しての多くのご意見をありがとうござ
いました。朝食・昼食・夕食のバランスを再度
検討いたします。献立メニューに関しても、新
メニューを考えてまいります。毎月の定番献立
の味付けについてはブレないように、職員教
育を図ってまいります。

生野菜がもっと食べたい。全体的に味が濃い。

不満
栄養士による栄養相談をうけられること自体知
らなかった。

病棟に栄養指導・相談のポスターを掲示して
お知らせを行いたいと思います。（栄養指導
は医師の指示が必要となります）

その他
病院側から、食事の量や、パンにするかご飯に
するか、尋ねてもらいたかったです。

入院時説明することが多く、充分にお知らせ
出来なかったようです。申し訳ありません。栄
養指導と同様に掲示も検討します。

満足
44%

ふつう
33%

やや満足
19%

やや不満
2%

不満
2%

ふつう
39%

満足
25%

やや満足
25%

やや不満
7%

不満
4%

 32ページ



　５．担当医師について

①入院前の診療計画の説明

②入院中の診断結果や治療等に対する説明

③(担当医師に対する)質問のしやすさ

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

入院前の診療計画の説明に関する満足度

は、「満足」および「やや満足」を合わせて、前

年度を3％下回る63％のご評価をいただきまし

た。一方、「不満」および「やや不満」を合わせ

て、前年度を2％下回る10％のご評価となって

おり、全体としての満足度はほぼ変わりなかっ

たと考えています。

引き続き、入院前の患者さんの不安が少しで

も解消されていくように、診療計画を設計し

て、十分な説明をしてまいります。

入院中の診断結果や治療等に関する満足度
は、「満足」および「やや満足」を合わせて、前
年度を2％下回る69％のご評価をいただきまし
た。また、「不満」および「やや不満」を合わせ
ると、前年度を1％下回る9％のご評価をいた
だいており、患者さんによって評価が分かれ
ております。
また入院前の説明と比較すると、入院中の説
明に関する満足度は6％上回っており、入院
後に満足度が増加する傾向が前年度同様に
認められました。

ご意見の内容

医師に対する質問のしやすさに関する満足度
は「満足」および「やや満足」を合わせて、前
年度を1％上回る74％のご評価をいただきまし
た。一方、「不満」および「やや不満」を合わせ
て、前年度を2％上回る9％のご評価となり、満
足度はほぼ前年度の水準を保っていると考え
ております。
なお、本設問の満足度は70％の水準を維持
しております。入院中にお気づきになられたこ
となどは、ご遠慮なくお尋ねいただきますよう
お願いします。

満足
46%

ふつう
27%

やや満足
17%

やや不満
6%

不満
4%

満足
51%

ふつう
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やや満足
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6%

不満
3%
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やや満足
20%
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不満
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④家族に対する説明

⑤(担当医師は)診察だけでなく心の支えになったか

⑥看護師や他の職員への指示の適切性

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

ご家族の方に対する説明に関する満足度は、
「満足」および「やや満足」を合わせて、前年
度を1％下回る66％のご評価をいただきまし
た。一方、「不満」および「やや不満」を合わせ
て、前年度を2％上回る11％のご評価をいた
だいております。担当医師の説明に対してご
不満と感じられたご家族が増加したと考えられ
ます。
ご家族への説明について分かりづらい点など
ございましたら、より分かりやすくご説明いたし
ますので、担当医師に遠慮なくお申し出くださ
い。

担当医師の心の支えに関する満足度は、「満

足」および「やや満足」を合わせて、前年度を

1％上回る68％のご評価をいただきました。一

方、「不満」および「やや不満」を合わせて、前

年度を1％下回る9％のご評価をいただいてお

り、満足度はやや増加したと考えています。

今後も患者さんの医師に対する期待が拡大し

ていることを意識しながら、より一層、患者さん

の心の支えとなり得るように精進して診療を

行ってまいりたい所存でございます。

ご意見の内容

看護師や他の職員に対する指示の適切性に
関する満足度は、「満足」および「やや満足」
を合わせて、前年度と変わらない66％のご評
価をいただきました。また、「不満」および「や
や不満」については、前年度と変わらない11%
のご評価を頂いており、満足度に変化はあり
ません。今年度も病院内での職員の連携につ
いて改善できるように努めてまいりましたが、
「変化なし」という厳しいご指摘を受け、今後は
医師とその他の職員間での連携をより一層綿
密に検証を行って改善してまいります。

満足
49%

ふつう
23%

やや満足
17%

やや不満
7%

不満
4%

満足
48%

ふつう
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やや満足
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不満
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7%

不満
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⑦患者に十分な注意を払っていたか

⑧総合的にみた担当医師への満足度

⑨担当医師に関する主なご意見等

区分

励ましの
言葉

担当の説明が明確で良かったです。 前年度同様に多くの患者さんから、励ましの

お葉をいただき、感謝しております。

今後も、患者さんと対話などを通じて、より理

解が深まり信頼関係を構築できるように努めて

まいります。

退院を気持ちよく迎えられた。

十分に時間をとっていただけたので満足です。

○○先生に大変にお世話になりました。

不満

要望

診察の時にもう少し話を聞いてほしい。 医師に関するご不満は診察時間が短いこと、
家族への説明が少ないこと、医師と他の職員
との連携がうまくいってないことなどが多くあり
ました。今後もより医師がより効率的に治療を
行っていくことなどを念頭に置き、治療を行っ
てまいります。

医師と看護師の連携がうまくいっていない。

家族への経過説明の機会がほしかった。

どの方が担当医師か分からなかった。

ご意見の内容

総合的にみた医師に関する満足度は、「満
足」および「やや満足」を合わせて、前年度よ
り2%下回り71%のご評価をいただきました。ま
た、「不満」および「やや不満」を合わせると、
前年度より1％上回る9％のご評価となってお
り、総合的にみると満足度は昨年よりもわずか
に低下したと受け止めています。
診療には十分に注意を払いながら行っており
ますが、患者さんの満足には至っていない
と受け止めております・また、今回、多くの患
者さんから、好意的なご意見をいただきまし
た。ありがとうございます。

ご意見の内容 回答

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

医師の患者さんに対する十分な注意に関する
満足度は、「満足」および「やや満足」を合わ
せて、前年度を3％下回る64％のご評価をい
ただきました。また、「不満」および「やや不満」
を合わせると前年度を2%下回る12％とのご評
価となっており、満足度は低下したと考えてい
ます。
これは医師が多数の患者さんの診察のために
一人当たりの患者さんへかけられる時間が減
少したことが原因の一つと考えます。今後、医
師の増員を検討し、同様の問題の改善を図っ
てまいります。

満足
47%

ふつう
24%

やや満足
17%

やや不満
8% 不満

4%

満足
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ふつう
20%
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不満
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　６．看護師について

①必要と感じた時の素早い対応

②知りたいこと思ったことに対する説明

③わからないことへの聞きやすさ

分からないことへの聞きやすさに関する満足

度は、「満足」および「やや満足」を合わせて、

前年度を1％上回る62％のご評価をいただき

ました。また、「不満」および「やや不満」を合

わせると前年度を5％下回る13％のご評価を

いただき、満足度はやや改善されたと考えま

す。しかし依然として、「忙しそうで声をかけづ

らい」とのご意見を多くいただいておりますの

で、周囲への気配りを行って、いつでも話しか

けられやすい雰囲気作りに努めます。

知りたいと思ったことに対する説明の満足度

は「満足」および「やや満足」を合わせると、前

年度を1％上回る65％のご評価をいただきまし

た。また、「不満」および「やや不満」を合わせ

ると前年度を3％下回る12％のご評価をいた

だき、前年度に比べやや改善できたと考えま

す。患者さんへの説明の際には、出来るだけ

文書を用いて分かりやすい説明を心がけてお

ります。不十分な場合は、ご遠慮なくご質問い

ただきたいと存じます。

看護師の素早い対応に関する満足度は、「満

足」および「やや満足」を合わせて、前年度を

3％上回る67％のご評価をいただきました。ま

た、「不満」および「やや不満」を合わせて前

年度を3％下回る11％のご評価をいただき、

前年度に比べ改善できたと考えます。しかし、

中には「放っておかれた」「後回しにされた」と

いうご意見もあり、課題はまだ残されていると

考えます。さらなる改善に努めてまいります。

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

ご意見の内容

ご意見の内容

満足
41%

やや満足
26%

ふつう
22%

やや不満
8%

不満
3%

満足
43%

ふつう
23%

やや満足
22%

やや不満
9%

不満
3%

満足
39%

やや満足
24%

ふつう
24%

やや不満
9%

不満
4%

 36ページ



④(看護師は)病気だけでなく心の支えになったか

⑤看護師同士のスムーズな引き継ぎ

⑥患者に対して十分な注意を払っていたか

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

ご意見の内容

看護師の心の支えに関する満足度は、「満

足」および「やや満足」を合わせて、前年度よ

り1％上回る62％のご評価をいただきました。

一方「不満」および「やや不満」を合わせたご

評価についても、前年度を1％下回る評価を

いただき満足度は昨年度とほぼ同じと考えま

す。しかし、「心の支えになった」というご意見

がある一方で、「看護師によって差がある」

「もっと話がしたかった」というご意見も頂きまし

た。担当看護師をはじめ全スタッフが同じよう

に心の支えになれるよう努力いたします。

看護師間の引き継ぎに関する満足度は、「満

足」と「やや満足」を合わせて、前年度と同じく

56％というご評価をいただきました。また、「不

満」と「やや不満」を合わせると、前年度より

４％下回るというご評価をいただきました。昨

年度より改善しているとのご評価をいただきま

したが、「担当以外の看護師に待たされた」

「同じことを何度も言わないといけない」「病棟

変更連絡が事後だった」等のご意見もありまし

た。これらを真摯に受け止め、更に改善を図り

たいと思います。

ご意見の内容

患者さんに対する十分な注意に関する満足

度は「満足」および「やや満足」を合わせて、

前年度を３％下回るご評価をいただきました。

一方、「不満」および「やや不満」を合わせると

前年度を２％下回るご評価となり、評価は分か

れました。皆様のご意見や助言をもとに改善

に努めてまいりましたが、昨年度と同様に「忙

しそう」「話しかけにくい」というご意見を多数い

ただきました。職員一人一人が自己研鑽に努

めてまいります。

満足
42%

ふつう
25%

やや満足
21%

やや不満
7%

不満
5%

満足
33%

ふつう
28%

やや満足
23%

やや不満
10%

不満
6%

満足
37%

やや満足
26%

ふつう
25%

やや不満
8%

不満
4%
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⑦総合的にみた看護師への満足度

⑧看護師に関する主なご意見等

区分

励ましの言葉も沢山いただき、ありがとうござ

いました。患者さんと多くの時間を過ごす看護

師にとって、このような言葉をいただけること

が、何よりも力となり向上心へと繋がっておりま

す。患者さんを支える側にありながら、実は支

えられているということを受け止め、今後も努

力を続けてまいります。

昨年度同様に、態度が悪い、忙しそうで声を

かけにくい、看護師によって差が大きい、迅速

に対応してもらえない、勉強不足といったご指

摘を多くいただきました。そのことにより、看護

サービスを提供するという専門的職種にありな

がら、いまだに接遇能力が不十分であることを

痛感し、一同深く反省しております。

また、思いやりのあるやさしい看護を提供でき

るように、更なる改善への取り組みを開始いた

します。引き続きご指摘や助言を賜りますよう

お願いいたします。

対応が遅い、待たされた。

人員が少ない。

励ましの
言葉

前の病院より対応がよい。

細々と気をつかってもらって満足。

大変お世話になりました。ありがとうございます。

皆さん優しく、おもしろく笑って過ごせました。

優しい看護師さんが多くてありがたいです。

ご意見の内容 回答

不満

要望

忙しそうで話しかけにくい。

患者、家族の味方になって欲しい。

もっと勉強して欲しい。

看護師によって差が大きい（対応、能力、態度）。

同じことを何度も言わないといけない。

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

総合的にみた看護師に関する満足度は「満

足」および「やや満足」を合わせて、前年度と

同様に67％というご評価をいただきました。ま

た、「不満」および「やや不満」を合わせると、

前年度を４％下回る９％というご評価となり、満

足度は、昨年度より改善されされました。

看護師に関する設問では、不満・やや不満が

改善されたことにより、満足度は全体として改

善したという結果となりました。今後も、看護師

に関する満足度が向上するよう、スタッフ一人

一人が自己研鑽を積み、更なる努力をしてま

いります。

満足
40%

やや満足
27%

ふつう
24%

やや不満
6% 不満

3%
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　７．介護者について

①必要と感じた時の素早い対応

②知りたいこと思ったことに対する説明

③わからないことへの聞きやすさ

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

必要と感じられた時の素早い対応に関する

患者さんの満足度は「満足」及び「やや満足」

を合わせて前年度を2％下回る６１％のご評価

をいただきました。また、「不満」および「やや

不満」を合わせて6％のご評価をいただき、前

年度より4％の減少となっております。今年度

は「満足」を選択された患者さんは42％と前年

度を5％上回るご評価をいただいております。

今後とも機敏な対応の徹底を図り、満足して

いただけるよう努めてまいります。

知りたいと思ったことに対する説明に関する患
者さんの満足度は、「満足」および「やや満
足」を合わせて前年度と同じ５９％のご評価を
いただき、そのうち「満足」を選択された患者さ
んは前年度より5％上回っております。また、
「不満」および「やや不満」は前年度を２％下
回っており、満足度はやや向上したと受け止
めています。介護者は、患者さんの一番身近
な存在です。患者さんからの様々なご質問に
対して的確で迅速にお応えできるよう、今後と
も努めてまいります。

ご意見の内容

介護者に対する質問のしやすさに関する患者

さんの満足度は、「満足」および「やや満足」を

合わせて５７％のご評価をいただき、そのうち

「満足」を選択された患者さんは前年度より

３％上回っております。また、「不満」および

「やや不満」は前年度を３％下回っており、満

足度はやや向上したと受け止めています。今

後とも患者さんが、もっとも身近な介護者に対

して気軽に色々なことをお聞きできる雰囲気

つくりに取り組んでまいります。

満足
42%

ふつう
33%

やや満足
19%

やや不満
4% 不満

2%

満足
40%

ふつう
34%

やや満足
19%

やや不満
5% 不満

2%

満足
40%

ふつう
35%

やや満足
17%

やや不満
6%

不満
2%
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④(介護者は)病気だけでなく心の支えになったか

⑤介護者同士のスムーズな引き継ぎ

⑥患者に対して十分な注意を払っていたか

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

介護者の心の支えに関する患者さんの満足

度は、「満足」および「やや満足」を合わせて

56％のご評価をいただき、そのうち「満足」を

選択された患者さんは前年度より１％上回っ

ております。また、「不満」および「やや不満」

は前年度を２％減のご評価となっております。

前年度より満足度はやや向上したと受け止め

ています。今後とも看護師ともども心の支えと

なり信頼していただけるよう、また看護・介護の

質の向上を目指し、努力してまいります。

介護者同士のスムーズな引き継ぎに関する満

足度は、｢満足」｢やや満足」と合わせて55％と

前年より1％下回る評価をいただきました。し

かしながら、「不満」「やや不満」は前年度より

4％下回りました。患者さんによりご評価が分

かれましたが、不満を感じられる患者さんが減

少したことは前進であったと考ます。

今後は介護者同士の引き継ぎがスムーズに

行えるようシステムを見直していき、さらに満足

していただけるよう努力したいと思います。

ご意見の内容

患者に対して十分な注意を払っていたかに関
する満足度は、｢満足」｢やや満足」と合わせて
59％と前年より1％下回る評価をいただきまし
た。また、「不満」「やや不満」は前年度より2％
下回りました。この結果満足度は前年とほぼ
同水準であったと考えます。
患者さんの一番身近にいる介護職が患者さん
に対して十分な注意を払っていくことは当然
のことであり、今後は介護者全員が患者さん
に対して温かな目で十分な見守りを行なって
行きたいと思います。

満足
41%

ふつう
35%

やや満足
15%

やや不満
6% 不満

3%

満足
38%

ふつう
37%

やや満足
17%

やや不満
6%

不満
2%

満足
41%

ふつう
33%

やや満足
18%

やや不満
6%

不満
2%
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⑦総合的にみた介護者への満足度

⑧介護者に関する主なご意見等

区分

励ましの
言葉

熱心に相談にのって下さり、心強かった。 今回も、介護者に対する励ましや感謝のお言

葉を数多く頂き、大変嬉しく思っております。

今後も、患者さんとの信頼関係を深め、患者さ

んの良きパートナーとして日々の生活を通し

てサポートさせて頂きたいと思います。

素晴らしい介護をされる人がいた。

とても親切で優しかった。

てきぱきとした対応で良かった。

ご意見の内容 回答

不満

要望

もっと声をかけてもらいたかった。 介護者に対する貴重なご意見やご要望をい

ただきありがとうございました。

介護者の役割についての分かりやすい説明

を、入院時オリエンテーションできちんと行っ

ていきたいと思います。また、細やかな心配り

と対応ができ、患者さんの心の支えになれるよ

う、資質の向上に向けて、今後一層の努力を

して行きたいと思います。

横柄な態度の人がいた。

看護師と介護者の区別が分からなかった。

いろいろ説明をして欲しかった。

ｵﾑﾂ交換の時、もう少し優しく、声も掛けていた
だきたい。

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

総合的にみた介護者への満足度は、「満足」

が前年度より4％上回る41％のご評価をいた

だき、「やや満足」は5%下回る18%でした。ま

た、「不満」が前年度より3%下回り、「やや不

満」は前年度と同じでした。そして、「ふつう」と

答えられた方が4％増えました。

以上の推移から、全体的には、満足度は前年

度に比べて、わずかながら改善されたものと

考えています。

今後とも、介護の知識や技術の向上を図り、

介護職としての役割や認識を深め、患者さん

の満足度向上にむけて努力をして参ります。

満足
42%

ふつう
33%

やや満足
18% やや不満

5%
不満
2%
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　８．薬剤師について

①薬剤師からの薬の説明の有無

②薬剤師から受けた薬の説明内容

③薬剤師に関する主なご意見等

区分

励ましの
言葉

薬について患者として理解しやすかった。
多くの励ましのお言葉を頂き、ありがとうございま
した。薬効だけでなく、副作用やその対処方法、
病気のこと等何でもご相談頂けるような関係の
構築に努めてまいります。患者さんに安心して
薬物治療を受けて頂くために、より分かりやすく
ご説明出来るよう、一層努力してまいります。

懇切丁寧に毎回説明してくださり、本当によく
わかり、副作用に対する対処の仕方など役立
つことをたくさん教えていただいて有り難かっ
た。

不満
要望

薬剤師が病棟に行くﾀｲﾐﾝｸﾞ、回数などへのご指
摘を多く頂きました。薬を服用している時や薬が
変わった時に、薬の説明がないまま服薬するこ
とは、患者さんにとって不安なことであると認識し
ております。指導の回数や訪問日などは、あら
かじめお伝えするようにし、また指導内容の充実
に関しましても改善を図ってまいります。

何の薬を飲んでいるのかわからなかったです。

もっと病棟に来てほしい。

服薬指導の前にいつ来られるか知らせてもらう
と助かったと思う。

ご意見の内容

薬剤師から受けた薬の説明内容に関する満
足度に関しまして、「満足」および「やや満足」
と回答された患者さんは、前年度の63％を若
干上回る65％のご評価に止まりました。一方、
「不満」および「やや不満」と回答された患者さ
んは6％と、前年度の9％と比べると若干低下
しておりますが、薬剤師の説明内容にご満足
頂けなかった患者さんがおられる状況です。
薬効や副作用および服薬の意義などを分かり
やすい言葉でお伝えし、患者さんに「薬剤師
が来てよかった」と思って頂けるよう、より一層
改善し努力してまいります。

ご意見の内容 回答

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

薬剤師からの薬の説明の有無に関しまして、
前年度を12％上回る患者さんから「説明が
あった」とご回答頂きました。しかし、まだ全て
の患者さんに説明が行き渡っていない現状が
ございます。また、薬が変更された際、すぐに
説明が出来ていない状況もございます。
薬物治療を安全でかつ、安心して受けて頂く
ために、患者さんへの薬の説明は必須である
と考えております。
患者さんのご要望やご質問に応えられるよう、
より多くの患者さんに説明が行えるよう努力し
てまいります。

ある
63%

ない
37%

満足
46%

ふつう
29%

やや満足
19%

不満
4% やや不満

2%
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　９．精神保健福祉士について

①精神保健福祉士の説明

②精神保健福祉士の対応

③精神保健福祉士に関する主なご意見等

区分

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

精神保健福祉士の説明につきましては、「満

足」および「やや満足」を合わせて64％となり、

前年度を6％下回るご評価となりました。また、

「不満」および「やや不満」を合わせると、前年

度同様、10％のご評価となっており、満足度

は前年度から減少したものと認識しています。

入院は患者さんやご家族にとって、治療や退

院後の生活など様々な不安がおありであると

認識していますので、親切・丁寧な説明に努

めてまいります。

精神保健福祉士の対応につきましては、「満

足」および「やや満足」を合わせて63％となり、

前年度を6％下回るご評価となりました。また、

「不満」および「やや不満」を合わせると、7％

のご評価となっており、前年度より1％改善し

たものの、総合的に満足度は低下したものと

認識しています。

患者さんの退院後の生活のため、医療・福祉

制度の紹介など精神保健福祉士の対応の充

実に努めてまいります。

ご意見の内容 回答

不満
要望

何をされる方かよくわかりません。 精神保健福祉士について、「存在が分かりづ

らい」「忙しそうなので声を掛けづらい」というご

意見が多く寄せられており、相談対応の充実

のため、早急な改善対策が必要であると認識

しています。

相談したい時に相談できなかった。

対応が遅いと思う。

知識不足にも程がある。

励ましの
言葉

何でも相談しやすく、身近に感じました。 患者さんから多くの励ましのお言葉をいただき

ありがとうございました。今後とも、患者さんの

信頼にお応えすることができますよう、今まで

以上の努力してまいります。

とても親切でした。

何度も相談させていただきました。

気持ちをよく理解して下さる方でした。

満足
45%

ふつう
25%

やや満足
19%

やや不満
7%

不満
4%

満足
41%

ふつう
26%

やや満足
23%

やや不満
8%

不満
2%
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　１０．心理カウンセリングについて

①心理カウンセリングの利用

②心理カウンセリングの対応

③心理カウンセリングに関する主なご意見等

区分

励ましの
言葉

励ましのお言葉も多くいただき、ありがとうござ
いました。患者さん自らが自己をコントロール
されるようになり、今後いきいきとした生活を送
られるようになる事が私たちの何よりの喜びで
す。これからも、患者さんのお役に立てるよう、
努力してまいります。

自分を見つめなおすことができた。

とても勉強になった。

不満
要望

カウンセリングで何ができるか、どのように進め

て行くかについては、患者さんと一緒に話し

合い、説明をしていくように努力してまいりま

す。患者さんの希望も聞かせていただきたい

と思っています。

もっと親切であってほしい。

話すだけで、何になるのかわからない。

ご意見の内容

心理カウンセリングの対応に関する満足度は

「満足」および「やや満足」を合わせて、前年

度を2％下回る65％のご評価をいただきまし

た。「不満」および「やや不満」を合わせると、

前年度に比べて10％下回る4％のご評価と

なっております。

総合的に見て、満足度は向上したものと考え

ております。

今後も一層患者さんに、満足していただける

カウンセリングができるよう、細やかな配慮のも

と、努力してまいります。

ご意見の内容 回答

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

心理カウンセリングの利用について、前年度

を１％上回る13％の患者さんに、「利用経験あ

り」とご評価をいただきました。「利用経験なし」

または「知らない」とご回答いただいた方が、ま

だ多くいらっしゃるという結果について、今後

も心理カウンセリングの周知に努力する必要

があると認識しています。

心理カウンセリングをご希望の方は、担当医

師にご相談してただきたいと思います。

満足
50%

ふつう
31%

やや満足
15%

やや不満
2%

不満
2%

利用経験な
し
67%

知らない
20%

利用経験あ
り
13%
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　１１．OT(作業療法)について

①作業療法のプログラムに対する満足度

②作業療法のプログラムに関する主なご意見等

区分

励ましの
言葉

気分転換になり、楽しかった。
多くの励ましの言葉をいただきありがとうござ

います。今後とも患者さんのご希望や信頼に

お応えすることができるよう、今まで以上に努

力してまいります。

リラックスできた。

とても親切だった。

ピーナッツが良かった。

ご意見の内容 回答

不満
要望

もう少し時間を長くして欲しい。
ご意見ありがとうございます。

皆さんのご意見を参考にして、治療効果が高

いとともに、魅力のあるプログラムを企画し、患

者さんにご提供してまいりたいと思います。

日曜日や毎日あったほうが良い。

材料等、道具の充実を望む。

回数が少ない。

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

OT（作業療法）のプログラムに関する満足度

は、「満足」および「やや満足」を合わせて、前

年度を2％下回る53％の評価をいただきまし

た。

また、「不満」および「やや不満」との回答は、

前年度と同様の13％となっております。

前年度と比較して、満足度は若干低下したも

のと受け止めております。

今回の結果を真摯に受け止め、患者さんに満

足いただける、魅力あるプログラムを作ること

を中心に工夫と努力をしてまいります。

ふつう
34%

満足
30%

やや満足
23%

やや不満
9% 不満

4%
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　１２．訪問者(家族や見舞客)への対応ついて

①面会できる時間帯

②待合室、ロビー、面会室、談話室等訪問者のための設備

③訪問者に対する病院職員の対応

のご評価をいただきました。一方、「不満」および

「やや不満」を合わせて、前年度と同様の５％の

ご意見の内容

家族の方やお見舞いに来られた方に対する職

員の対応に関する満足度は、「満足」および「や

や満足」を合わせて、前年度を３％上回る６８％

ご評価となっており、満足度は若干向上したと受

け止めています。ご家族の方々は、様々な思

いで来院されることを理解し、細かな配慮や迅

速な対応が行えるよう努めてまいります。

いただきました。今後も満足度向上に努めてま

いりたいと思います。面会スペースは重要である

と認識しており、今回いただきましたご意見等を

踏まえて、改善を検討してまいります。

ご家族の方やお見舞いに来られた方の面談設

備に関する満足度は、「満足」および「やや満足

」を合わせて、前年度を１％上回る５９%のご評価

合わせて、前年度を1％下回る１１％のご評価を

をいただきました。「不満」および「やや不満」を

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

満」および「やや不満」を合わせると、前年度と

同様の6％のご評価となっており、満足度は若干

低下いたしました。当院における面会時間は、前

ご意見の内容

回る６４％のご評価をいただきました。また、「不

年度と変更しておりませんので、患者さんやご家

族の方々への事前の説明に心がけご理解をい

面会できる時間帯に関する満足度は、「満足」

および「やや満足」を合わせて、前年度を2％下

ただきたいと思います。

満足
52%

ふつう
30%

やや満足
13%

やや不満
3%

不満
2%

満足
41%

ふつう
30%

やや満足
18%

やや不満
9%

不満
2%

満足
49%

ふつう
27%

やや満足
19%

やや不満
3% 不満

2%

 46ページ



④総合的にみた訪問者への対応に関する満足度

しては、お見舞いにお越しになるご家族の方

々の満足度が、65％に止まっていることを重く

⑤訪問者への対応に関する主なご意見等

区分

満」および「やや不満」を合わせても、前年度

励ましの
言葉

とても親切でよくしてもらいました。

不満

要望

多くの励ましの言葉をいただき、ありがとうござ
いました。今後とも患者さんやご家族の信頼
に応えることができるよう努力してまいります。

ご意見の内容

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

と同様５％の評価となりました。当院といたしま

受け止め、設備や職員の接遇応対等につい

て、より一層の改善を行ってまいりたいと考え

ております。

度々の訪問でお手数をとらせてしまっているの
に、いつでもこころ良く受け入れて頂きました。

回答

面会の際他の患者からのぞき込まれているよう
で居心地が悪かった。

面会室が少し狭い様に感じた。

面会室が狭く、又、ロビーも患者さんと共有の
ため場所がないことがあった。

ご家族の方やお見舞いに来られた方への対

応に関する総合的な満足度は、「満足」およ

び「やや満足」を合わせて、前年度と同様

65％のご評価をごいただきました。一方、「不

面会室の充実やプライバシーに関するご意

見、ご要望を多くいただいております。さらなる

面会スペースの確保を検討してまいります。

また、スタッフにも面会者の視点での接遇応

対を指導し、ご要望にお応えできる様に取り

組んでまいります。

初めての入院で戸惑いも有り、当初は院内の
連絡体制に不満もあったが、少しずつ要点を
得た対応で安心した。

満足
47%

ふつう
30%

やや満足
18%

やや不満
3%

不満
2%
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　１３．当病院に対する総合的な満足度について

①全体的な病院の環境および雰囲気

②今回の入院生活にかかる満足度

③治療の観点からの当病院の満足度

足度は、「満足」および「やや満足」を合わせて

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

全体的な当院の環境および雰囲気に関する満

今回の入院に関する満足度は、「満足」および

前年度を2％下回る70％の結果となりました。ま

た、「不満」および「やや不満」を合わせた結果

も前年度を2％上回る7％となっており、満足度は

減少したと受けとめております。外来患者さんが

当院を利用して良かったという満足性は82％で

ています。患者さんとの関わりの時間の確保を

あり入院患者さんに対しても、外来患者さんと同

等以上の満足度を提供できるよう努力致します。

ご意見の内容

「やや満足」を合わせて、前年度を3％上回る67

％の結果となりました。「不満」および「やや不

満」を合わせると、前年度を2％下回る10％との

評価をいただき、満足度は向上したと受け止め

する等、患者さんが安心して入院生活が送れる

ように取り組んできたことへのご評価と受け止め

今後もより一層努力してまいります。

ご意見の内容

満足度向上が条件ですが、今年度も一部職種

で前年度を下回る結果となっており、全職種で

評価が向上するよう取り組んでまいります。

治療の観点からの満足度は、「満足」および「や

や満足」を合わせて、前年度を1％上回る69％

のご評価を頂きました。また、「不満」および「や

や不満」を合わせて、前年度を1％下回る8％と

なっており、満足度はやや増加しました。治療の

観点からの満足度は、当院の職員全員に関する

満足
43%

やや満足
27%

ふつう
23%

やや不満
5% 不満

2%

満足
40%

やや満足
27%

ふつう
23%

やや不満
6%

不満
4%

満足
45%

やや満足
25%

ふつう
23%

やや不満
5%

不満
2%
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④薬の管理や転倒・転落の予防管理等安全面の満足度

薬の管理や転倒・転落の予防等安全管理の観

点からの満足度は、「満足」および「やや満足」

を合わせて、前年度を3％下回る64％のご評価

となりました。また、「不満」および「やや不満」

を合わせて、前年度を2％上回る9％のご評価

となり、満足度は低下しました。当院は医療安

全に対して、全職員で取り組み、誤薬事故防止

転倒・転落の予防管理等、事故・ヒヤリハットの

事例分析等による医療事故防止に注力してお

りますが、一層の努力の必要を感じております。

⑤同じ病気で入院する場合の当院選択

⑥知人や友人に対する当院紹介

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

ご意見の内容

ご意見の内容

100％になる事を目指し、努力してまいります。

同じ病気で入院する場合の当院選択につきまし

ては、前年度を3％下回る77％の患者さんから、

「そう思う」および「ややそう思う」とご回答いただ

きました。また、「そう思わない」および「あまりそ

う思わない」とご回答いただきました患者さんは、

前年度を1％上回る7％となり、当院を選択しな

いという患者さんがやや増加しております。再び

治療を受ける必要とならないことが最善ですが、

そうした事態になった場合の当院の選択率が

いくことが今後の課題と考えます。

前年度と同様の79％の患者さんから、「いわれ

たら紹介する」および「積極的に紹介する」とご

回答いただきました。また、「紹介したくない」お

よび「あまり紹介したくない」とご回答頂きました

患者さんも、前年と同様の6％おられました。

患者さんに信頼していただける病院を目指すと

ご意見の内容

知人や友人に対する当院紹介につきましては、

同時に、患者さんにより高い満足度を提供して

満足
46%

ふつう
27%

やや満足
19%

やや不満
6% 不満

2%

そう思う
58%

ややそう思う
20%

どちらともい
えない
16%

そう思わない
4%

あまりそう思
わない
2%

いわれたら
紹介する
49%

積極的に紹
介する
29%

どちらともい
えない
15%

あまり紹介し
たくない
4%

紹介したくな
い
3%
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１４．アンケートにご回答いただいた患者さんの構成

①当院への入院 ②年齢別構成

③当病院の選択理由 ④今回の入院期間

１５．総合評価点

①平均点

②分布

満足度も低下しております。

草津病院「患者さん満足度アンケート」の実施結果について

81.3点
（前年比▲0.6点）

いただきましたご評価について

同じ設問であった前年度の総合評価は、81.9点とのご

評価でしたが、今年度は0.6点下回った81.3点のご評

価に止まりました。今年度は、食事に対する満足度が、

大きく低下しており、また神保健福祉士の対応に対する

入院生活における食事は楽しみでもあり満足度が低下

した原因分析を行い満足度の回復に努力したいと考え

えております。また、各職種共、より一層患者さんに満足

して頂けるよう接遇をはじめとした職員の教育・指導を継

続して、より質の高いサービスが提供できるように、研鑽

を積み重ね、職員一同取り組んでいく所存です。

61～180日
31%

31～60日
30%

181日以上
10%

16～30日
16%

4～7日
5%

8～15日
6%

3日以下
2%

医師の紹介
24%

理由なし(救
急搬送等)
10%

家族等の勧
め
14%

建物が清潔
8%

自宅等から
近い
9%

職員
6%

看護師
5%

地域の
評判
4%

プライ
バシー
3%

その他
14%

2回以上
58%

初めて
42%

20歳未満
2%

20～29歳
9% 30～39歳

15%

40～49歳
17%

50～59歳
13%

60～69歳
16%

70～79歳
14%

80歳以上
14%

81～100点
52%

61～80点
38%

41～60点
7%

21～40点
2%

0～20点
1%
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