
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

入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」「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

ご意見の内容

入院手続きや入院のための説明書類に関す

る満足度は、「満足」「やや満足」を合わせて

前年度を2％上回る54％、「不満」「やや不満」

は前年度を3％下回る11％のご評価をいただ

きました。満足度全体では5％改善しました。

しかし、「ふつう」を含め46％の方が満足して

おられません。今後も引き続き、患者さんやご

家族の方に分かりやすい内容であるかどうか

を検証し、改善と工夫に取り組んでまいりま

す。

満足

36%

やや満足

18%

ふつう

35%

やや不満

9%
不満

2%

満足

ふつう

28%

やや不満

4% 不満

2%

③退院時の手続きの分かりやすさ

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」「やや満足」を合わせて

前年度を5％下回る61％、「不満」「やや不満」

は前年度を1%下回る7％のご評価をいただき

ました。満足度全体では4％の低下しました。

これまでも改善に取り組んできている項目で

あり、今後も引き続き、病棟や受付等と連携を

図りながら、患者さんやご家族にとって、分か

りやすい説明に努めてまいります。

ご意見の内容

る満足度は、「満足」「やや満足」を合わせて
前年度を2％上回る66％、「不満」「やや不満
足」は前年度を2％下回る6％のご評価をいた
だきました。満足度全体では4％改善しまし
た。
職員の説明や対応については、これからも改
善に取り組む必要があると認識しております。
一人ひとりの職員の説明や対応を振り返ると
共に、患者さんやご家族の方にとって分かり
やすい説明に努めるよう改善してまいります。

満足

47%

やや満足

19%

満足

42%

やや満足

19%

ふつう

32%

やや不満

6% 不満

1%
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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

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

請求書や領収書の分かりやすさに関する満
足度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年
度から1％上回る58％、「不満」「やや不満」は
前年度から1％下回る6％のご評価をいただき
ました。満足度全体では2％の改善となりまし
た。
改善に努めてきましたが、まだ改善が進んで
いないことを真摯に受け止め、あらためて、請
求書や領収書の様式、配布の方法、また加え
させていただくべき説明など改善すべき事項
について検証し、継続して見直しに取り組ん
でまいります。

退院後の不安解消度に関する満足度は、｢満

足度」「やや満足」を合わせて前年度を1％下

満足

40%

やや満足

18%

ふつう

36%

やや不満

5% 不満

1%

満足

33%

やや不満

6% 不満

2%

⑥退院手続きをした職員の対応

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」「やや満足」を合わせて

前年度を2％下回る69％、「不満」「やや不満」

は前年度を1％下回る3％のご評価をいただき

ました。満足度全体では1％の低下となりまし

た。

これまで継続して改善に取り組んでおります

が、改善を進めることができていません。今後

も、皆さまにご満足いただけるよう、適切な対

応と説明に努めてまいります。

回る58％、「不満」「やや不満」は前年度を5％

下回る8％のご評価をいただきました。満足度

全体では4％の改善となりました。

まだ、1割ちかくの方が不満に感じておられる

ことを真摯に受け止めております。入院時から

の支援体制や退院後のサポート体制の在り方

について検証し、退院後の生活などに対する

不安を持たれることが無いよう、万全の体制で

臨んでまいります。

ご意見の内容

33%

やや満足

25%

ふつう

34%

満足

47%

やや満足

22%

ふつう

28%

やや不満

2% 不満

1%
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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

総合的にみた入院や退院手続きへの満足度

につきましては、「満足」「やや満足」を合わせ

て前年度を3％上回る66％、「不満」「やや不

満」は前年度を1％下回る6％のご評価をいた

だきました。満足度全体では4％の改善となり

ました。

満足、不満足ともに改善はしておりますが、ま

だ十分でないと認識しています。入院や退院

の時の説明は大変重要なことであり、皆さま方

に分かりやすく説明させていただかねばなりま

せん。今後は不満に感じられる方が無くなるよ

う、患者さんやご家族の立場に立った、親切

で丁寧な説明に努めさせていただきます。ま

た、書類についても改善を検討させていただ

きたいと考えています。

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

満足

38%

やや満足

28%

ふつう

28%

やや不満

5% 不満

1%

区分 回答ご意見の内容

もっとわかりやすい言葉を使って欲しかったで
す。

今回３回目の入院だが、保証人などの書類を毎
回もらわないといけないので面倒です。

医事課の人には、丁寧で親切に色々と、お教え
して頂き、今回は退院手続き助かりました。

励ましのお言葉をありがとうございます。今後も
入院して良かったと思っていただけるよう努力し
てまいります。

入院になった時、会計でけっこう待った（３０分
位）。支払いがないのならスムーズに手続きして
ほしい。

退院が分かった時点で素早い対応をしてもらい
たい。待たせすぎ。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。今後
はできるだけ、時間やご負担をおかけしないよう
努めてまいります。

事務的過ぎる。何回も入退院していれば分かる
部分もあり、もう少し工夫出来ないものかと思う。

退院

入院

入院手続きにつきましては、ご記入いただく書
類も多く、大変ご面倒をお掛けしております。
患者さんやご家族の皆様に、分かっていただき
やすいように考え、できるだけ平易で丁寧な説
明を心がけさせていただいておりますが、まだ
十分でないと真摯に受け止めております。
これからも分かりやすく丁寧な説明に努めてま
いりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いし
ます。
また、入院時は患者さんの体調がすぐれなかっ
たり、ご家族の方に時間を取っていただくことが
できなかったりすることもあると思います。このよ
うな場合は、遠慮なくスタッフへ申し出て下さ
い。状況に応じて出来るだけ配慮をさせていた
たきたいと考えております。
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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

ご意見の内容

病室の清潔さに関する満足度は、「満足」「や

や満足」を合わせて前年度を4％上回る

73％、「不満」「やや不満」は前年度と同様の

6％のご評価をいただきました。満足度全体で

は4％の改善となりました。

改善はしましたが、「掃除があまり行き届いて

いない」や「ベッドが少し小さいです」などの意

見をいただいております。今年度も、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。

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

病室の温度に関する満足度は、「満足」「やや

満足」を合わせて前年度を4％上回る65％、

「不満」「やや不満」は前年度を2％下回る9％

満足

53%

やや満足

20%

ふつう

21%

やや不満

5% 不満

1%

満足

42%

ふつう

26%

やや不満

8% 不満

1%

③病室の中で感じる騒音

病室の中で感じる騒音に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を7％

上回る50％、「不満」「やや不満」は前年度を

1％下回る21％のご評価をいただきました。満

足度全体では8％の改善となりました。

病棟により騒音の種類は異なりますが、隣室

の騒音や隔離室の騒音、またJRの列車音など

課題が有ると考えています。今後も、騒音に

かかる実態について検証を行い、改善に向け

た検討を続けてまいります。

ご意見の内容

「不満」「やや不満」は前年度を2％下回る9％

のご評価をいただきました。満足度全体では

6％の改善となりました。

現在当院では、エコ推進の一環として、冷房

は26℃、暖房は22℃の温度設定をさせていた

だいております。外気の影響等で、室温が皆

さまのご希望に添えない場合もありますが、ご

理解のほど宜しくお願いします。

やや満足

23%

満足

29%

やや満足

21%

ふつう

29%

やや不満

14%

不満

7%
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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)

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

病室の中であなたが使える空間に関する満足

度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度

を3％上回る62％、「不満」「やや不満」は前年

度を3％上回る9％のご評価をいただきまし

た。満足度全体では前年度と同様でした。

病院全体では個室の数が増えておりますが、

大部屋での入院生活をより快適にお過ごしい

ただくための取り組みも必要と考えておりま

す。個人のスペースの確保も含めて、今後も

検討をすすめてまいります。

ベット(清潔感等)に関する満足度は、「満足」

「やや満足」を合わせて前年度を6％上回る

満足

44%

やや満足

18%

ふつう

29%

やや不満

7%
不満

2%

ふつう

21%

やや不満

5% 不満

1%

⑥照明、呼出ボタン、テレビ等の整備状況

照明、呼出ボタン、テレビ等の整備状況に関

する満足度は、「満足」「やや満足」を合わせ

て前年度を7％上回る67％、「不満」「やや不

満」は前年度を3％下回る6％のご評価をいた

だきました。満足度全体では前年度より10％

改善しました。

照明、呼出しボタン、テレビ等については、そ

れぞれ必要に応じて整備できるよう、改善に

向けた取り組みを継続してまいります。

「やや満足」を合わせて前年度を6％上回る

73％、「不満」「やや不満」は前年度を1％下

回る6％のご評価をいただきました。満足度全

体では7％改善しました。

ベッドに関しては、具体的なご意見等をいた

だいておりませんが、患者さんに更に快適に

お過ごしいただけるよう、生活環境の整備に

努力してまいります。

ご意見の内容

満足

51%

やや満足

22%

満足

48%

やや満足

19%

ふつう

27%

やや不満

4% 不満

2%
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⑦プライバシー

⑧総合的にみた病室の満足度

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

総合的にみた病室の満足度につきましては、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を3％

上回る65％、「やや不満」「不満」は前年度を

ご意見の内容

プライバシーに関する満足度は、「満足」「や

や満足」を合わせて前年度を4％上回る

59％、「やや不満」「不満」は前年度を2％下

回る11％のご評価をいただきました。満足度

全体では前年度から6％改善しました。

改善はしていますが、「不満」「やや不満」が1

割を超えており、その水準はまだ十分でない

と考えております。今後も継続して、少しでも

多くの皆さまに満足していただけるよう、より良

い環境づくりに努めてまいります。

満足

42%

やや満足

17%

ふつう

30%

やや不満

6%
不満

5%

満足

40%

ふつう

28%

やや不満

5% 不満

2%

⑨病室に関する主なご意見等

区分

室内が寒かった。

温度
湿度

上回る65％、「やや不満」「不満」は前年度を

1％下回る7％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度から4％改善しました。

満足、不満とも改善はしていますが、まだ改善

を進めなければならないと考えております。今

後も、患者さんやご家族の皆さまからのご意

見を参考にさせていただき、改善すべき事項

について検討し、皆さまに喜んでいただけるよ

う努めてまいります。

当院では、冷房は26℃、暖房は22℃に設定しさ
せていただいております。特に暑い時や寒い時
などは、病室の温度・湿度が適切に保たれるよ
う、各病棟で管理に努めてまいります。

隣のトイレの音が聞こえて不快であった。

広電・JRの電車の音が気になった。

音

室内の温度を調整したかった。病室の温度がや
や低かった。

掃除
洗面所をもう少し清潔にしてほしい。
毎日丁寧に掃除していただきありがとうございま
した。

掃除については定期的に実施しておりますが、
洗面所などが汚れてたままらになっていることも
あります。患者さんに何時も気持ち良く過ごして
頂けるようこれからも務めてまいります。

ご意見の内容 回答

病室で聞こえる騒音として、隣室の物音、JRの
列車の音、患者さんやスタッフの声など、さまざ
まなご意見をいただいております。
その対策は重要な課題と考えており、騒音の程
度と実態について検証を行い、改善に向けた検
討を続けてまいります。

やや満足

25%
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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

トイレの清潔さ・使い勝手等に関する満足度

は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度を

ご意見の内容

洗面所の清潔さ等に関する満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて前年度を5％上回

る65％、「不満」「やや不満」は前年度を1％上

回る9％のご評価をいただきました。満足度全

体では前年度から4％改善しました。

洗面所は常に清潔を保っておかねばならな

い所です。環境整備を継続し、常に気持ち良

くご利用いただける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

満足

45%

やや満足

20%

ふつう

26%

やや不満

6%
不満

3%

満足

43%

ふつう

23%

やや不満

8%
不満

4%

③入浴設備の清潔さ・使い勝手等

5％上回る65％、「不満」「やや不満」は昨年度

と同様の12％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度から5％改善しました。

トイレも洗面所同様に、常に清潔にすべき場

所と認識しております。これからも快適にご利

用いただけるよう、一層の環境整備に努めて

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」｢やや満足」を合わせて前年度
を6％上回る61％、「不満」「やや不満」は前年
度を2％下回る10％のご評価をいただきまし
た。満足度全体では前年度から8％改善しま
した。
入浴施設については、いつも清潔さが保た
れ、使い勝手が良いものでなければならない
と考えています。これからも、患者さんに安全
で快適にご利用いただけるよう、一層の改善
に取り組んでまいります。

やや満足

22%

満足

36%

やや満足

25%

ふつう

29%

やや不満

7%
不満

3%
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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

公衆電話の設置場所や設置数に関する満足
度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度
を2％下回る51％、「不満」「やや不満」は前年

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

ロッカーや貴重品の一時預かりサービスに関

する満足度は、「満足」「やや満足」を合わせ

て前年度を1％上回る54％、「不満」「やや不

満」は前年度を1％上回る10％のご評価をい

ただきました。満足度全体では前年度と同様

でした。

ロッカーについては今後の検討課題として適

時対応したいと考えています。なお、貴重品

の一時預かりについては、責任をもって手続

きをさせていただいておりますので、ご理解い

ただきますよう宜しくお願いします。

満足

35%

やや満足

19%

ふつう

36%

やや不満

9%
不満

1%

満足

35%

やや不満

8%
不満

2%

⑥院内の見取り図や案内板

を2％下回る51％、「不満」「やや不満」は前年
度を2％上回る10％のご評価をいただきまし
た。満足度全体では前年度から4％低下しま
した。
携帯電話の普及に伴い、使用頻度の低い公
衆電話は撤去される傾向にありますが、患者
さんの利便性の向上を目的に、院内の携帯
電話の使用範囲の拡大や、当院私設電話の
増設について検討していきたいと考えていま
す。

ご意見の内容

院内の見取り図や案内板に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を1％

上回る54％、「不満」「やや不満」は前年度を

2％上回る9％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度から1％低下しました。

満足度は若干低下しており、また、満足度の

水準も十分ではないと認識しています。ご来

院になる皆さまに、より一層分かりやすいもの

となるよう、引き続き改善に努めてまいります。

35%

やや満足

16%

ふつう

39%

満足

36%

やや満足

18%

ふつう

37%

やや不満

8%
不満

1%
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⑦売店

⑧総合的にみた設備・備品の満足度

総合的にみた設備・備品の満足度につきまし
ては、「満足」「やや満足」を合わせて前年度

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

売店に関する満足度は、「満足」「やや満足」

を合わせて前年度を1％下回る44％、「不満」

「やや不満」は前年度を2％上回る17％のご評

価をいただきました。満足度全体では前年度

から3％低下しました。

満足度の水準が50％を下回っており、厳しく

受け止めております。引き続き売店の対応や

品揃えなどについて、売店業者とも検討し、

皆さまのご要望を取り入れることができるよう、

可能なことから改善に取り組んでまいります。

ご意見の内容

満足

28%

やや満足

16%

ふつう

39%

やや不満

12%

不満

5%

満足

32%

ふつう

34%

やや不満

6% 不満

2%

⑨院内の設備・備品に関する主なご意見等

区分

売店
売店の品揃えにつきましては、引き続き運営業
者と協議し、できるだけ充実させていけるように
検討してまいります。

見取り図
案内板

ご迷惑をおかけしました。病院内で迷うことのな
いように見取り図や案内板の分かりやすさをより
向上させるように進めてまいります。

売店の品揃えをもう少し増やして欲しいと思っ
た。

建て増しが多く、迷いやすい。災害時が気にな
る。

ては、「満足」「やや満足」を合わせて前年度
を5％上回る58％、「不満」「やや不満」は前年
度を1％上回る8％のご評価をいただきまし
た。満足度全体では前年度から4％改善しま
した。
満足度全体では改善しておりますが、まだそ
の水準は十分でないと認識しており、より一層
の改善に取り組む必要があると考えておりま
す。今後も、患者さんやご家族の皆さまからの
貴重なご意見をもとに、環境整備に努めてま
いります。

ご意見の内容 回答

洗面所
トイレ

大変ご迷惑をおかけしました。トイレ・洗面所の
掃除は、より丁寧に行うよう清掃業者へ依頼し、
職員も気が付いたら、その都度依頼していきま
す。

トイレがきたなすぎる。

洗面所がいつも詰まっていて汚れていたのでな
るべくトイレの中の洗面を使っていた。トイレに便
座を拭くアルコールがあれば良かった。

32%

やや満足

26%

34%
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　４．食事について

①料理の温度

②料理の味

料理の味に関する満足度は、「満足」「やや満

足」を合わせて前年度から1％下回る54％、

「不満」「やや不満」は昨年度を2％下回る

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満足度は、「満足」「やや

満足」を合わせて昨年度から1％上回る63％、

「不満」「やや不満」は前年度を2％下回る3％

のご評価をいただきました。満足度全体では

前年度から3％改善しました。

料理の温度については特にご意見はござい

ませんでしたが、これからも、温度差を組み合

わせるなどして、患者さんに食事を楽しんでい

ただけるよう努めてまいります。

ご意見の内容

満足

40%

やや満足

23%

ふつう

34%

やや不満

3% 不満

0%

満足

28%

ふつう

やや不満

10%
不満

3%

③料理の量

「不満」「やや不満」は昨年度を2％下回る

13％のご評価をいただきました。満足度全体

では前年度から1％改善しました。

入院時の治療食のみならず、常食の調理塩

分量の推奨基準は8.5ｇ/日となっています。

少ない塩分量でうま味を引き出すことが肝要

で、今後も、さらに精進し、美味しい食事作り

に努めてまいります。

ご意見の内容

料理の量に関する満足度は、「満足」「やや満

足」を合わせて前年度を3％下回る46％、「不

満」「やや不満」は前年度と同様の13％のご評

価をいただきました。満足度全体では前年度

から3％低下しました。

おかずの量については、多い、少ないの両方

のご意見をいただいておりますが、今後、嗜

好調査や残菜調査を重ねながら、分量調整

を図ってまいります。

やや満足

26%

ふつう

33%

満足

26%

やや満足

20%

ふつう

41%

やや不満

10%
不満

3%
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④メニュー

⑤食事の時間帯

食事の時間帯に関する満足度は、「満足」「や

や満足」を合わせて前年度を1％下回る

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

メニューに関する満足度は、「満足」「やや満

足」を合わせて前年度と同様の53％、「不満」

「やや不満]は前年度を4％下回る12％のご評

価をいただきました。満足度全体では前年度

から4％改善しました。

患者さんの年齢層の幅も広がってきており、

嗜好性の高いメニューと定番メニューとのメリ

ハリをつけるなどの工夫を行っています。ま

た、新メニューについてのアンケート結果も参

考にさせていただきながら、改善と工夫につと

めてまいります。

満足

29%

やや満足

24%

ふつう

35%

やや不満

8%
不満

4%

満足

32%

やや不満

6% 不満

1%

⑥栄養士による栄養指導

53％、「不満」「やや不満」は前年度と同様の

7％のご評価をいただきました。満足度全体で

は前年度から1％低下しました。

食事の時間帯に対しては、いろいろなご要望

がありますが、入院中は規則正しい食生活の

大切さについても指導させていただいており

ます。患者さんが食事を楽しみにしておられる

ことを念頭に、食事時間に遅れることが無いよ

う努力してまいります。

栄養士による栄養指導に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を5％

下回る38％、「不満」「やや不満」は前年度と

同様の11％のご評価をいただきました。満足

度全体では前年度から5％低下しました。

医師の指示箋に基づくものやオープン参加の

生活習慣病予防のための栄養教室などがあり

ます。今後も病棟へ出向く機会を増やし、退

院後の食生活などについても、ご指導をさせ

ていただけるよう努めてまいります。

ご意見の内容

32%

やや満足

21%

ふつう

40%

満足

25%

やや満足

13%
ふつう

51%

やや不満

8%
不満

3%
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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

ご意見の内容

食事を運んだ職員に関する満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて前年度を1％上回

る64％、「不満」「やや不満」は前年度と同様

の4％のご評価をいただきました。満足度全体

では前年度から1％改善しました。

食事を運ぶ職員の態度で、食事の味が変

わってしまうことも有るなど、食事のお渡しは

大切なコミニュケーションの場でもあります。こ

のことをしっかりと認識し、一層の接遇能力の

向上に取り組んでまいります。

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

総合的にみた食事の満足度につきましては、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を2％

満足

41%

やや満足

23%

ふつう

32%

やや不満

3% 不満

1%

満足

31%

やや不満

6% 不満

2%

⑨食事に関する主なご意見等

区分

食事に楽しみを失った者に手のこんだ手法で、ミ
キサー食を提供して下さり、本当に感謝しており
ます。

量が少ない。ワンパターン。

とても美味しく、工夫が素敵でした。

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を2％

下回る54％、「不満」「やや不満」も昨年度をを

2％下回る8％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度と同じ結果となりました。

しかし、「ふつう」を加え不満に感じられた方が

半数ちかくおられ、今後も継続して、新鮮で安

全な質の良い食材の選択と、調理や盛付けの

工夫などに取り組んでいきます。そして、毎日

の食事が患者さんのご回復の一助となれるよ

う、栄養課一同、努力してまいります。

ご意見の内容 回答

その他
たくさんのお褒めの言葉ありがとうございました。
このお言葉を励みにして、更に患者さんに満足
して頂けるよう精進していきます。

味付け
一日の使用塩分量は推奨基準である8.5gで調
理しています。これからも、出汁のうまみ成分を
上手く利用するなど工夫を重ねていきます。

おかずが二品なので少くてもよいので三品にして
ほしい。量

患者さん毎に一日の摂取カロリーが決まってお
り、人によっては物足りなく感じてしまうかも知れ
ません。これからも低カロリーでもボリュームがあ
るメニューを工夫を重ねていきます。

味が薄い。

31%

やや満足

23%

ふつう

38%
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　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

入院中の診断結果や治療等に対する説明に

関する満足度は、「満足」「やや満足」を合わ

せて前年度を3％下回る65％、「不満」「やや

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

入院前の診療計画の説明に関する満足度

は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度と

同様の64％、「不満」「やや不満」は前年度を

1％下回る10％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度を1％改善りました。

患者さんは、病気がいつどのように良くなるの

か等、今後の見通しについて詳しく説明をお

受けになられたいと考えています。このニーズ

にしっかりとお応えできるよう、丁寧な診療計

画の説明に努めさせていただきます。

満足

43%

やや満足

21%

ふつう

26%

やや不満

7%
不満

3%

満足

44%

ふつう

26%

やや不満

6%
不満

3%

③(担当医師に対する)質問のしやすさ

せて前年度を3％下回る65％、「不満」「やや

不満」は前年度と同様の9％のご評価をいた

だきました。満足度全体では前年度から3％

低下しました。

満足度は低下しており、真摯に受け止めねば

ならないと考えています。これからは、患者さ

んに解かっていただきやすいよう、詳しく丁寧

な説明に努めてまいります。

医師に対する質問のしやすさに関する満足度

は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度を

1％上回る68％、「不満」「やや不満」は前年度

を1％上回る8％のご評価をいただきました。

満足度全体では前年度と同様でした。

これは、まだ医師に質問しにくいことを示して

いるものと受け止めております。これからは、

患者さんからお話しや質問がしやすい雰囲気

作りにも努めてまいります。

ご意見の内容

やや満足

21%

満足

49%

やや満足

19%

ふつう

24%

やや不満

5%
不満

3%
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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

担当医師の心の支えに関する満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて前年度を3％下回

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

ご家族の方に対する説明に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を2％

上回る67％、「不満」「やや不満」は前年度を

2％下回る7％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度から4％改善しました。

患者さんご本人への対応だけでなく、ご家族

への説明も大切なことと考えております。ご家

族の方が説明をご希望される場合は、主治医

との面談予約を取っていただけますので、遠

慮なくお申し出くださいますようお願いしま

す。

満足

47%

やや満足

20%

ふつう

26%

やや不満

3% 不満

4%

満足

ふつう

29%

やや不満

6%
不満

3%

⑥看護師や他の職員への指示の適切性

る62％、「不満」「やや不満」は前年度を1％下

回る9％のご評価をいただきました。満足度全

体では前年度から2％低下しました。

入院中の治療や、退院後の地域生活を円滑

にすすめていくためには、医師が患者さんか

ら信頼され続けることが重要と考えています。

これからも、患者さんやご家族の皆さまの心の

支えとなれるよう、努力してまいります。

看護師や他の職員への指示の適切性に関す
る満足度は、「満足」「やや満足」を合わせて
前年度を1％上回る67％、「不満」「やや不満」
は前年度を2％下回る7％のご評価をいただき
ました。満足度全体では前年度から3％改善
しました。
指示が適切にされ、それをスタッフ間で正しく
共有し、患者さんが混乱されることがないよう
適切に対応させていただくことが重要を考え
ています。これからも、このことをしっかりと認
識し改善に努めてまいります。

ご意見の内容

満足

45%

やや満足

17%

満足

46%

やや満足

21%

ふつう

26%

やや不満

5% 不満

2%
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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

ご意見の内容

医師の患者さんに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」を合

わせて前年度から1％上回る65％、「不満」

「やや不満」は前年度を1％下回る8％のご評

価をいただきました。満足度全体では前年度

から2％改善しました。

改善はしておりますが、1回の診察時間などか

ら、患者さんへの配慮がまだ十分ではない時

もあると考えております。これからも、患者さん

のお気持ちに配慮させていただき、十分な注

意が払えるよう一層の改善に努めてまいりま

す。

総合的にみた担当医師への満足度につきま

しては、「満足」「やや満足」を合わせて前年

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

満足

46%

やや満足

19%

ふつう

27%

やや不満

5% 不満

3%

ふつう

25%

やや不満

3% 不満

2%

⑨担当医師に関する主なご意見等

区分 回答

しては、「満足」「やや満足」を合わせて前年

度から1％上回る70％、「不満」「やや不満」は

前年度を4％を下回る5％のご評価をいただき

ました。満足度全体では前年度から5％改善

しました。

医師に対する総合的な評価については、「不

満」や「やや不満」をゼロにすることが目標で

す。すべての患者さんに満足してお帰えりい

ただけるよう、これまで以上に患者さんの声を

しっかりと聞かせていただき、更に改善できる

よう努力してまいります。

私の言うことを信じてくれるので話しやすく、病
気も治るような気がします。

短期間なのにしっかりと治療方針を説明してく
れたり、相談にのってくれたので感謝していま
す。

たくさんのお褒めの言葉ありがとうございま
す。このお言葉をはげみに、これからも患者さ
んに喜んでいただけるよう努めてまいります。

励ましの
言葉

ご意見の内容

「もっと時間をかけて診察してほしい」、「話を
もっと聞いてほしい」などのご要望は毎回いた
だいております。患者さんのご要望に出来る
だけお応えできるよう一層改善に努めてまいり
ます。

不満

要望 説明時間が短かった。

薬との関係をはっきりと言って欲しい。

回診の時間が短い。３０分は欲しい。回診週２
回で１５分づつでもよいと思う。

満足

47%

やや満足

23%
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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

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

看護師の素早い対応に関する満足度は、「満
足」「やや満足」を合わせて前年度を2％下回
る66％、「不満」「やや不満」は前年度を3％上
回る10％のご評価をいただきました。満足度
全体では前年度から5％低下しました。
患者さんが必要と感じられた時の素早い対応
に努めておりますが、「もう少し早めの対応を
して欲しかった」、「対応が遅かった」などの厳
しいご意見をいただいております。今後も、常
に患者さんの立場に立って行動ができるよう
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満
足度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年
度を3％下回る64％、「不満」「やや不満」は前

ご意見の内容

満足

43%

やや満足

23%

ふつう

24%

やや不満

8%
不満

2%

満足

42%

ふつう

29%

やや不満

5% 不満

2%

③わからないことへの聞きやすさ

わからないことへの聞きやすさに関する満足

度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度

を2％上回る64％、「不満」「やや不満」は前年

度と同じ10％のご評価をいただきました。満足

度全体では前年度から2％改善しました。

「忙しそうにされていたのであまり話しかけられ

ない。」などの厳しいご意見もいただいており

ます。時間にゆとり持ち、患者さんがいつでも

声をお掛けになることができるよう、明るい対

応に心がけるなど改善に努めてまいります。

度を3％下回る64％、「不満」「やや不満」は前
年度と同様の7％のご評価をいただきました。
満足度全体では前年度から3％低下しまし
た。
「親切で相談しやすかった」などお褒めの言
葉もいただいておりますが、厳しいご意見もい
ただいております。これからも、患者さんがお
知りになられたいことに対して、わかりやすく
お答えできるよう努力してまいります。

ご意見の内容

42%

やや満足

22%

満足

43%

やや満足

21%

ふつう

26%

やや不満

7%
不満

3%
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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

看護師間の引き継ぎに関する満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて前年度から3％上

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

心の支えになったか関する満足度は、「満足」

「やや満足」を合わせて前年度を2％下回る

62％、「不満」「やや不満」は前年度を1％上

回る10％の評価をいただきました。満足度全

体では前年度から3％低下しました。

「いろんなことで助けでいただいた」、「心の支

えになってくれました」などのご意見もいただ

きましたが、一方で厳しいご意見もいただいて

おります。これらのご意見を真摯に受け止め、

患者さんへの対応について、更に改善に努め

てまいります。

満足

42%

やや満足

20%

ふつう

28%

やや不満

7%
不満

3%

満足

38%

やや不満

10%
不満

3%

⑥患者に対して十分な注意を払っていたか

回る57％、「不満」「やや不満」は前年度を2％

下回る13％のご評価をいただきました。満足

度全体では前年度から5％改善しました。

「引き継いでおきますと言って伝わっていな

かった」などの厳しいご意見をいただいており

ます。これらのご意見を真摯に受け止め、今

後は、引き継ぎのことで患者さんにご心配を

お掛けすることが無いよう、一層の改善を図っ

てまいります。

患者さん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」を合

わせて前年度を1％上回る66％、「不満」「や

や不満」は前年度と同様の8％のご評価をい

ただきました。満足度全体では前年度から1％

改善しました。

しかし、一方で厳しい意見もいただいており、

これからも職員一人ひとりが、一層の改善に

向けて努力してまいります。

ご意見の内容

38%

やや満足

19%

ふつう

30%

満足

45%

やや満足

21%

ふつう

26%

やや不満

6%
不満

2%
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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

総合的にみた看護師への満足度につきまし

ては、「満足」「やや満足」を合わせて前年度

を3％下回る65％、「不満」「やや不満」も前年

度を1％下回る8％のご評価をいただきまし

た。満足度全体では前年度を2％低下しまし

た。

看護師に対する満足度は低下し、「ふつう」を

含めて満足しておられない方が35%もおられる

ことを真摯に受け止めねばならないと考えて

います。

看護師に対する満足度を更に改善できるよ

う、看護師一人ひとりが専門職としての自覚を

持ち、自己研鑚に励み、患者さんから一層の

ご支持をいただけるよう、努力して参ります。

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

満足

43%

やや満足

22%

ふつう

27%

やや不満

6% 不満

2%

区分 ご意見の内容 回答

とても忙しそうで話しかけにくかった。でも、仕
事はきっちりやってくださっていて対応も丁寧
だった。

最高の看護師！色んなことで助けて頂いた。
以前にも入院したが、ストレスケア病棟としての
スタッフのレベルが上がったと思った。

不安時など異変に気付いてくれて、忙しい時
でも時間をとって話を聞いてくれたので安心で
きた。

看護師の皆さんは良く気を使って下さいまし
た。ありがとうございました。入院が楽しい思い
出になりました。

不満

要望

忙しいとは思いますが、本人はきつくて入院し
たので、しばらくは寄りそっていただきたかっ
た。

昨年度と同様に、「忙しそうで声をかけにく
い」、「態度が悪い」、「優しさが感じられな
い」、「引継ぎが上手くできていない」などと
いったご指摘をいただきました。
これらのことは、看護というサービスを提供す
る専門的な職種にありながら、いまだに接遇
応対に関する能力が十分でないことの表れで
あると、真摯に受け止め、職員一同、深く反省
しております。
今後は、患者さんに対して思いやりのある、や
さしい看護が提供できるよう、更なる改善に取
り組んでまいります。引き続き、ご指摘や助言
を賜りますよう宜しくお願いいたします。

２～３回言ったことを忘れられたり、引き継いで
おきますと言っておられたのに伝わっていない
事がありました。皆さんお忙しいので、しかたな
いのかなと思いますが…。

お褒めのお言葉を沢山いただき、ありがとうご
ざいました。患者さんと多くの時間を共有して
いる看護師にとって、このようなお言葉をいた
だけることは、大変大きな励みになり、やりが
いと向上心に繋がっております。
患者さんを支える側にありながら、実は患者さ
んに支えられている側面も有ります。
これからも私たち一人ひとりが自己研鑚を積
み、更に喜んでいただけるよう努力を続けてま
いります。

励ましの
言葉
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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

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

必要と感じられた時の素早い対応に関する満
足度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年
度を4％上回る65％、「不満」「やや不満」は前
年度を2％下回る4％のご評価をいただきまし
た。満足度全体は前年度から6％改善しまし
た。
介護者は必要な時の素早い対応ができるよう
業務に取り組んでおります。これからも、患者
さんのご意見に耳を傾け、さらに機敏な対応
を徹底し、満足度が向上す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満

足度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年

満足

42%

やや満足

23%

ふつう

31%

やや不満

3% 不満

1%

満足

42%

ふつう

32%

やや不満

4% 不満

2%

③わからないことへの聞きやすさ

介護者に対する、わからないことへの聞きや

すさに関する満足度は、「満足」「やや満足」を

合わせて前年度と同様の61％、「不満」「やや

不満」は前年度を2％上回る7％のご評価をい

ただきました。満足度全体は前年度から2％

低下しています。

満足度が低下したことを真摯に受け止め、こ

れからは、利用者さんの様々な要望をお聞き

することができるよう、より良い雰囲気作りに努

めてまいります。

ご意見の内容

度を5％上回る62％、「不満」「やや不満」は前

年度を1％下回る6％のご評価をいただきまし

た。満足度全体は前年度から6％改善してお

ります。

介護者は、患者さんの身近な存在として、患

者さんからの様々なご質問に対し、的確かつ

迅速にお応えできるよう、今後も改善に努め

てまいります。

42%

やや満足

20%

満足

41%

やや満足

20%

ふつう

32%

やや不満

6% 不満

1%
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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

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」と合わせて前年度

を3％上回る58％、「不満」「やや不満」は前年

度と同様の7％のご評価をいただき、満足度全

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

介護者の心の支え関する満足度は、「満足」

「やや満足」を合わせて前年度を1％上回る

60％、「不満」「やや不満」は前年度から1％上

回る8％のご評価をいただきました。満足度全

体では前年度と同様でした。

「優しくとても親切な方達で心が癒された。」な

どのお声もいただいておりますが、満足度は

改善していないことをを真摯に受け止め、信頼

され心の支えとなれるよう、介護の質の向上に

取り組むなど改善に努めてまいります

満足

42%

やや満足

18%

ふつう

32%

やや不満

6% 不満

2%

満足

40%

ふつう

35%

やや不満

5% 不満

2%

⑥患者に対して十分な注意を払っていたか

度と同様の7％のご評価をいただき、満足度全

体では前年度から3％改善しました。

引き継ぎに関しては厳しいご意見もいただい

ており、今後、出来るだけご不満が発生するこ

とが無いよう、介護者間のスムーズな引き継ぎ

の仕方を検討するなど、連携強化に努めてま

いります。

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

前年度を2％上回る62％、「不満」「やや不満」

は前年度を2％上回る7％のご評価をいただ

き、満足度全体では前年度と同様でした。

満足度の改善が進んでいないことを真摯に受

け止め、一層の意識改善を図り、知識や介護

技術の向上に取り組まねばならないと考えて

おります。患者さんの立場に立ち、細やかな配

慮ができるよう改善に努めてまいります。

ご意見の内容

やや満足

18%

満足

42%

やや満足

20%

ふつう

31%

やや不満

4% 不満

3%
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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

総合的にみた介護者への満足度につきまし

ては、「満足」「やや満足」を合わせて前年度

を2％上回る63％、「不満」「やや不満」は前年

度を1％上回る6％のご評価をいただき、満足

度全体では前年度から1％改善しました。

満足度の改善が進んでいないことを真摯に受

け止め、しっかりと改善に取り組まねばならな

いと考えております。患者さんにとって、介護

者は日常生活を支援する上で、一番身近な

存在であり重要な役割を担っていると考えて

います。これからは、不満と感じられた患者さ

んのご意見を参考にさせていただきながら、

業務の質と接遇応対能力の改善に取り組み、

満足度の向上につとめてまいります。

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

満足

43%

やや満足

20%

ふつう

31%

やや不満

4%
不満

2%

⑧介護者に関する主なご意見等

区分 ご意見の内容 回答

介護者に対するお気づきやご意見をいただ
き、ありがとうございました。介護者の役割に
ついて、各自が認識を深め、細やかな介護が
提供できるよう質の向上を図っていきたいと思
います。
今後も迅速で思いやりのある対応を心がけ、
また職員間のコミュニケーション不足から患者
さまやご家族の皆さまにご迷惑をおかけする
ことのないよう、一層の努力をしてまいります。

親切丁寧な仕事をされる方もおられましたが、
病人の体をも少しやさしく扱ってもらいたいと思
いました。

対応は個々に差があった。話しやすい介護士
さんには気持ちよく色々と父の対応をしていた
だき、言葉がけも大変良かった。話しかけにく
い人は、父に対する言葉がけも雑で残念な対
応であった。

日々患者さんと接する介助者に対し、多くの
励ましや感謝のお言葉を頂きありがとうござい
ました。
これからも患者さんに寄り添い、患者さんとの
信頼関係を深め、日々の生活をしっかりとサ
ポートできるように努めてまいります。

励ましの
言葉

不満

要望

看護師とは違うフォローをして頂きました。

病棟で迷っていると丁寧に病室を教えてくれた
り、前入院していた時も優しく対応してくれまし
た。

介護者の方々は大変良く動き回り、患者の気
持ちを汲み取りお世話してくださいました。
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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

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

薬剤師からの薬の説明の有無に関しまして

は、前年度より1％少ない66％の患者さんから

「説明があった」とご回答をいただきました。

お薬の説明については、入院中に最低1回は

患者さんを訪問し説明を行うよう努めてきまし

たが、全ての患者さんへは実施できず、回数

も少ない状況でした。服薬指導を通して、服

薬に関して不安を感じておられる患者さんも

多くいらっしゃることが分かりました。今後、患

者さんに安心・安全に薬物治療を受けていた

だけるよう、更に説明に努めてまいります。

ある

66%

ない

34%

ふつう

やや不満

3% 不満

③薬剤師に関する主なご意見等

区分 回答

説明回数や説明内容などについてご意見を頂
きました。全ての入院患者さんへは、まだ十分
に行き届いていないと考えております。今後は、
患者さんが疑問や不安を持たれることなく服薬
できるよう、薬剤師一同で改善に努めさせてい
ただきます。

薬剤師に対する励ましや感謝のお言葉をたくさ
んいただきありがとうございます。安心して服薬
していただけることが、薬剤師の役割と考えてお
ります。これからも薬学知識の向上に努め、患者
さんに解かりやすく丁寧な説明ができるよう努力
していきます。

薬剤師からの薬の説明内容に関する満足度

は、｢満足」｢やや満足」と合わせて前年度を

1％下回る69％、「不満」「やや不満」は前年度

を2％下回る3％のご評価をいただきました。

満足度全体は前年度から1％改善しました。

単なる薬の説明だけではなく、患者さんのお

気持ちに寄り添いながら説明させていただい

ておりますが、まだ不十分な点もあると考えて

います。薬が変更された際の不安や疑問に

しっかりお答えするなど、今後も改善に努めて

まいります。

励ましの
言葉

不満
要望

ご意見の内容

何度も聞いた。分かり易かった。親切だった。

安心して相談できる。

とても詳しくて分かりやすかったですが、１回のみ
の接点だったため、少々残念でした。

薬について、あまり知識がないので、質問も出来
ず、言われるままハイ、ハイでただ言われるまま
に服用した。

お話させて頂く機会が、割りと多かった様な気が
します。気に掛けて頂いてありがとうございまし
た。

満足

46%

やや満足

23%

ふつう

28%

3% 不満

0%
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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

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

精神保健福祉士の説明に関する満足度は、｢

満足」｢やや満足」と合わせて前年度を5％上

回る73％、「不満」「やや不満」は前年度を2％

下回る6％のご評価をいただきました。満足度

全体では前年度から7％改善されました。

患者さん中には、入院中の療養生活や医療

費負担、また退院後の地域生活や就職など、

様々な不安をお持ちの方もいらっしゃいま

す。これからも、これらのご不満の解消に向け

て、親切で丁寧な対応に努めていきます。

ふつう
やや不満

6%
不満

2%

満足

50%

やや満足

23%

ふつう

21%

やや不満

5% 不満

1%

③精神保健福祉士に関する主なご意見等

区分 回答

忙しさを理由に、余裕のない態度や時間の確保
が不十分であった事をお詫びします。
引き続き、分かりやすい適切な説明と、柔らかい
表情や優しい言葉遣いなどを意識しながら、満
足していただける対応に努めます。

多くの励ましや温かいお言葉をいただき、ありが
とうございます。このような温かいお言葉は、精
神保健福祉士にとって何よりの励みになります。
今後も引き続き患者さんやご家族のご期待にお
応えできるよう努めてまいります。

精神保健福祉士の対応に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を5％

上回る75％、「不満」「やや不満」は前年度と

同様の8%のご評価をいただきました。満足度

全体では前年度から5％改善しました。

退院後に必要となる、医療に関する公的制

度、障害福祉サービス、介護保険サービスな

どについて、患者さんに寄り添いながら、親切

にそして丁寧にご案内できるよう、更に改善に

努めてまいります。

励ましの
言葉

不満
要望

ご意見の内容

相談していることをよく忘れられていた。患者の立
場にたって言葉を言ってほしい。

当病院ではソーシャルワーカーの方は忙しそうで
す。でも退院後の行き先もよく考え指導して下さ
いました。

すごく助けられました。本当に優しく、私の精神
状態や家族のことで心をくだいて下さった。

私が困った時にはよく電話して快く対応して下さ
いました。気持ちの支えになりました。有り難うご
ざいます。

満足

50%

やや満足

25%

17%
6%

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

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

心理カウンセリングの利用経験につきまして

は、「利用経験あり」が前年度を3％下回る

12％、「利用経験なし」は前年度を5％上回る

66％のご回答をいただきました。「知らない」

は前年度を2％下回る22％でした。

「知らない」は減少しましたが、「利用経験な

し」が増加しました。これからは、より多くの方

に知っていただくための工夫をすると共に、多

くの方にカウンセリングが提供できるよう努め

てまいります。

ふつう
やや不満

2% 不満

4%

利用経験あり

12%

利用経験なし

66%

知らない

22%

③心理カウンセリングに関する主なご意見等

区分

カウンセリングをご希望される場合は、主治医に
ご相談ください。ご本人の病気や病状によって、
適当な場合と不適当な場合がございます。適切
な治療を行うことが最も大切なことであり、仮に
実施できない場合でも、ご理解の程をよろしくお
願いいたします。

心理カウンセリングの対応に関する満足度

は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度を

3％下回る74％、「不満」「やや不満」は前年度

を1％上回る6％のご評価をいただきました。

満足度全体では前年度を4％下回りました。

今後も引き続き、患者さんの気持ちに寄り添

いながら、ご本人の状態や問題に対して、適

切な心理的支援が行えるように努めてまいり

ます。また、丁寧な確認や細やかな配慮にも

注意していきたいと思います。

ご意見の内容 回答

不満
要望

励ましのお言葉ありがとうございます。患者さん
が抱えている大変な状況を汲み取り、気持ちに
寄り添う支援を続けていきたいと考えています。
自己理解を進め、問題に対して向き合うという大
変な作業に、一緒に取り組んでいけるよう努力し
てまいります。

励ましの
言葉

ずいぶん励まして頂きました。

カウンセリングを受けたかった。

もっと利用したかった。

満足

39%

やや満足

35%

20%
2%

4%
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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

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

作業療法のプログラムに対する満足度につき

ましては、「満足」「やや満足」を合わせて前年

度を6％下回る56％、「不満」「やや不満」は前

年度を1％上回る8%の評価をいただき、満足

度全体では前年度から7％低下しました。

これは、毎日、提供させていただいているプロ

グラムの内容や実施方法が十分なもので無

かったと大変反省しております。

これからも、患者さんからご意見や要望を聞か

せていただきながら、お一人おひとりのお役

に立てるよう、更に魅力のあるプログラム作り

に努めてまいります。

満足

36%

やや満足

20%

ふつう

36%

やや不満

5% 不満

3%

②作業療法のプログラムに関する主なご意見等

区分 ご意見の内容 回答

作業療法の、メニューやプログラムに対するご意
見を、複数いただきました。
物理的な問題もありますが、今後も患者さんの
ご希望や期待に応えることができる、魅力あるプ
ログラムつくりに積極的に取り組んでまいりま
す。

励ましの
言葉

多くの励ましやお礼のお言葉をいただき、ありが
とうございました。
今後とも、これまで以上に患者さんのご希望に
お応えすることができますよう、職員一同更に努
力してまいります。

不満
要望

身体を動かすプログラムの割合を増やしてくださ
い。

プログラムがマンネリ化していてワクワク感が全く
ない。治療とはいえ、工夫すべき。

時々「あ、これはやってみたい！」と思うような品
物があったので、楽しく作らせて頂きました。１病
棟はカラオケが週２回あるのがすごいと思いま
す。

その日の体調に合わせたかかわり方をしていた
だき、大変よいリハビリとなりました。回復していく
につれ、ＯＴ活動が楽しみとなっていました。大
変お世話になりました。
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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

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」「やや満足」
を合わせて前年度を3％下回る60％、「不満」

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

面会できる時間帯に関する満足度は、「満足」

「やや満足」を合わせて前年度と同様の

66％、「不満」「やや不満」は前年度と同様の

4％のご評価をいただきました。満足度全体で

は前年度と同様でした。

面会時間については、前年度から変更してお

りません。これからも、患者さんやご家族の

方々への事前の説明に心がけ、ご理解をいた

だけるよう努めてまいります。

満足

48%

やや満足

18%

ふつう

30%

やや不満

3% 不満

1%

満足

41%

ふつう

32%

やや不満

6%
不満

2%

③訪問者に対する病院職員の対応

を合わせて前年度を3％下回る60％、「不満」
「やや不満」は前年度と同様の8％のご評価を
いただきました。満足度全体では前年度から
3％低下しました。
面会に来られる家族の方などにとって、面会
スペースは大変重要であると認識しておりま
す。今回いただいたご意見等を踏まえて、今
後、改善を進めていけるよう検討してまいりま
す。

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」「やや

満足」を合わせて前年度を3％上回る69％、

「不満」「やや不満」は前年度を2％下回る4％

のご評価をいただきました。満足度全体では

前年度から5％改善しました。

満足度は改善していますが、さまざまな思い

でご家族の方がご来院されていることを理解

し、これからも、職員全員が細かな配慮や迅

速な対応が実践できるよう努めてまいります。

ご意見の内容

やや満足

19%

満足

47%

やや満足

22%

ふつう

27%

やや不満

3% 不満

1%
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④総合的にみた訪問者への対応に関する満足度

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につきましては、

「満足」および「やや満足」を合わせて前年度

を2％上回る67％のご評価をいただき、「不

満」「やや不満」は前年度を2％上回る5％のご

評価をいただきました。満足度全体では前年

度と同様となりました。

満足度全体は昨年と同じですが、不満に感じ

られた方が増加していることは真摯に受け止

めなければならないと考えております。

お見舞いに来られた皆さまに対しましては、

職員の細かな配慮や丁寧な対応が必要と考

えております。今後も接遇や応対について、よ

り一層の改善ができるよう、職員全員で取り組

んでまいります。

満足

45%

やや満足

22%

ふつう

28%

やや不満

4%
不満

1%

⑤訪問者への対応に関する主なご意見等

区分

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。

励ましの
言葉

インターホンの対応で１０分以上エレベータ前
で待ったことがある。

家族の相談にものって下さり、大変心強かった
です。おかげ様で義父に笑顔で会うことができ
ました。心よりお礼申し上げます。

不満

要望

面会室の充実やプライバシーに関するご意見
や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などについて検
討してまいります。また、スタッフも面会に来ら
れる方の立場に立った対応を心掛けるなど、
皆さま方のご要望にお応えできるよう取り組ん
でまいります。

せっかく来てくれたのに面会室が空いていない
事が多かった。そのせいで面会時間が短く
なった。

感謝しかないです。グループホームへの面会
はちょっと苦痛な時もありましたが皆様、母の良
い所を話して下さるので、嬉しかったです。

ご意見の内容 回答
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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

今回の入院生活にかかる満足度につきまして
は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度か
ら5％下回る64％、「不満」「やや不満」も前年

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

全体的な当院の環境および雰囲気に関する
満足度は、「満足」「やや満足」を合わせて前
年度を3％下回る66％、「不満」「やや不満」は
前年度を1％上回る6％のご評価をいただきま
した。満足度全体では前年度から4％低下し
ました。
このことについては継続して改善に取り組ん
でおりますが、まだ改善が進んでいない受け
止めております。入院患者さんにご満足いた
だけるよう、これからも皆さまのご意見をお伺
いしながら、改善に取り組んでまいります。

満足

36%

やや満足

30%

ふつう

28%

やや不満

4% 不満

2%

満足

37%

ふつう

26%

やや不満

6%
不満

4%

③治療の観点からの当病院の満足度

ら5％下回る64％、「不満」「やや不満」も前年
度と同じ10％のご評価をいただきました。満足
度全体では前年度から5％低下しました。
入院生活における環境や設備に対するの満
足度は低下していますが、このことだけでなく
職員の対応にもまだ多くの課題があると認識
しています。今後も患者さんが安心して入院
生活を送ることが出来るよう、より一層の改善
に取り組んでまいります。

治療の観点からの当病院の満足度につきまし
ては、「満足」「やや満足」を合わせて前年度
を3％下回る66％、「不満」「やや不満」は前年
度を3％上回る10％のご評価をいただきまし
た。満足度全体では前年度から6％低下しま
した。
この項目は、当院の全職種に対する評価と考
えており、低下したことに対しては真摯に受け
止めております。これからは、より多くの職種
で高い評価がいただけるよう、改善に向けて
更に取り組んでまいります。

ご意見の内容

やや満足

27%

満足

41%

やや満足

25%

ふつう

24%

やや不満

7%
不満

3%
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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

⑤同じ病気で入院する場合の当院選択

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

薬の管理や転倒・転落予防等の安全面の満

足度につきましては、「満足」「やや満足」を合

わせて前年度を3％下回る67％、「不満」「や

や不満」は前年度から1％下回る6％のご評価

をいただきました。満足度全体では前年度か

ら2％低下しました。

安心した入院生活をお過ごしいただくために

は、安全・安心な医療、療養環境の提供が重

要と考えております。様々な事例や報告を分

析し、これからも、医療事故防止に重点を置

き、一層の研鑽を積んでまいります。

同じ病気で入院する場合の当院選択にきまし

ては、「そう思う」「ややそう思う」を合わせて前

満足

43%

やや満足

24%

ふつう

27%

やや不満

5% 不満

1%

どちらともい

えない

16%

あまりそう思

わない

3%

そう思わない

5%

⑥知人や友人に対する当院紹介

知人や友人に対する当院紹介につきまして

は、「いわれたら紹介する」「積極的に紹介す

る」を合わせて前年度を1％下回る78％、「紹

介したくない」「あまり紹介したくない」は前年

度と同様の6％のご評価をいただきました。満

足度全体では前年度から1％低下しました。

満足度が低下したことを真摯に受け止め、こ

れからも一層患者さんから選ばれる病院とな

れるよう、より質の高い信頼される医療・福祉

に取り組んでまいります。

ては、「そう思う」「ややそう思う」を合わせて前

年度と同様の76％、「そう思わない」、「あまり

そう思わない」も前年度同様の8％のご評価を

いただきました。

再度の治療を受けなくて良いが最善ですが、

もし再度入院が必要となった場合、100％の方

に当院を選択していただけるよう、今後も努力

を続けてまいります。

ご意見の内容

そう思う

53%

ややそう思う

23%

積極的に紹

介する

27%

いわれたら紹

介する

51%

どちらともい

えない

16%

あまり紹介し

たくない

2%
紹介したくな

い

4%
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１４．アンケートにご回答いただいた患者さまの構成

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

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

初めて

61%

2回以上

39%

20歳未満

3%
20～29歳

8%

30～39歳

13%

40～49歳

16%50～59歳

14%

60～69歳

13%

70～79

歳

17%

80歳以上

16%

3日以下

1%

4～7日

2%
8～15日

6%

16～30日

16%
181日以上

6%

自宅等から

近い

6%

医師のレベ

ル

6%
建物が

清潔

6%

最新の

設備

2%

地域の

評判
職員

5%

その他

7%

理由なし(救

急搬送等)

13%

１５．総合評価点

①平均点

②分布

(前年比 -1.4 )
今年度の入院に対する総合評価点は、前年度を1.4

点下回る79.5点のご評価をいただきました。

院内の設備・備品、食事に対する評価は改善してきま

したが、まだ十分ではないと考えています。また、医師

や精神保健福祉士など職員に対する評価について

も、概ね改善することができていますが、個別の項目

については改善を要するものもあります。

この結果を真摯に受け止め、総合的な視点で不十分

な事項につきましては、今後の重点課題と認識し改善

に向けて取り組みます。また、医療安全や接遇応対な

ど職員に対する指導につきましても、より質の高い

サービスの提供ができるよう、継続して全職員で取り組

んでまいります。

79.5 点
いただきましたご評価について

3１～60日

31%

61～180日

38%

0～20点

1%
21～40点

2%

41～60点

10%

61～80点

44%

81～100点

43%

評判

5%

丁寧な

説明

5%

プライバ

シー

3%

医師の紹介

25%

家族等の勧

め

11%

看護師

6%

5%
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