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Ⅰ．概要

１．主旨

草津病院は、「良質」「公正」な医療サービスを提供し、常に人に優しく、広く地域に信頼される病院を目指

すことを基本理念に掲げています。当院を選んでいただきました患者さんの満足度をより高くするために、

当院に対する患者さんのお考えやご意見について、外来患者さんと退院患者さんを対象として「患者さん

満足度アンケート」を実施しました。

２．対象者

外来患者さんおよび退院患者さん

３．実施時期

（1）外来患者さん

　　 ２０１９年１１月１８日（月曜日）～２０１９年１２月５日（木曜日）

（2）退院患者さん

　　 ２０１８年１１月１日（木曜日）～２０１９年１０月３１日（木曜日）

４．配布数および回収率

５．主な質問内容

問１

問２

問３

問４

問５

問６

問７

問８

問９

問１０

問１１

問１２

問１３

問１４

問１５

回収率 77.3% 29.3%

期間中退院された全先

1,598

回収数 1,038 469

対象者

配布総数

外来患者さんアンケート

期間中外来通院された全先

1,343

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

区分 退院患者さんアンケート

入院患者さんアンケート

当院の利用開始時期について

当院の選定理由について

当院に対する要望について

当院全体について

当院の施設や設備について

受付・会計窓口での対応等について

待ち時間や看護師・医師等の対応について

薬剤師等の対応について

外患者さんアンケート

入院・退院の手続きについて

病室について

院内の設備・備品について

入院中の食事について

担当医師について

看護師について

介護者について

薬剤師について

精神保健福祉士について

患者さまご自身について

総合評価

精神保健福祉士の対応について

心理カウンセリングについて

訪問看護ステーションについて

精神科デイケア・デイナイトケアについて

患者さまご自身について

総合評価

心理カウンセリングについて

OT(作業療法）について

ご家族やお見舞いの方への対応について

当院に対する総合的な満足度について
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Ⅱ．外来患者さんアンケート

１．当院を利用しはじめてからの期間

２．当院を選んだ理由（複数回答可）

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

外来患者さんのうち、当院初診後1年以内の
患者さんは、前年度を1％上回る21％となり、
10年以上の患者さんも前年度を1％上回る
25％となりました。
当院は、救急・急性期治療に取り組む中で、
他の医療機関からの紹介による外来診療の
受け入れと治療後の早期の逆紹介などの病
院間連携を積極的に進めています。また一方
で、患者さんが地域で安心して生活できるた
めの継続的な支援も実施しています。これら
のことから、患者さんが当院を利用される期間
については、幅広く分布しています。
これからも、多くの皆さまに安心して当院をご
利用いただけますよう、質の高い医療の提供
に努めてまいります。

今回が初めて

2%

1年以内

19%

5年以内

34%

5年超10年以

内

20%

10年以上

25%

他の医療機関からの紹介 339

当院を選ばれた理由につきましては、当院が病院間連携を進めていることを背景とした「他の医療機関からの
紹介」や、「家族・友人・知人の勧め」、「医師の高い専門性や技術」、「医師の態度が丁寧で親切」、「医師の
説明が良い」などが上位に選択されており、総じて当院の医療に対して良いご評価をいただいているものと受
け止めております。また、今回も「インターネット」が前回と同水準で選択されており、ホームページなどを通じ
た情報提供を継続してきた結果と喜んでおります。これからも、皆さまから選ばれる病院となれるよう努力して
まいります。

ご意見の内容

0 50 100 150 200 250 300 350

その他

インターネット

特別な理由なし

設備や器具が充実

建物が明るく清潔

規模が大きい

看護師や職員が丁寧で親切

医師の説明が良い

地域で評判の高い病院

いつも診察してもらっている

医師の態度が丁寧で親切

医師の高い専門性や技術

自宅・職場・学校から近い

家族・友人・知人の勧め

他の医療機関からの紹介

64

23

36

53

59

80

82

93

97

127

130

180

190

202

339
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３．当院の施設や設備について

①待合室

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

待合室に関する満足度は、「満足」「やや満

足」を合わせて前年度を3％下回る63％、「不

満」「やや不満」は前年度を1％上回る5%のご

評価をいただきました。満足度全体は前年度

から4％低下しました。

2019年度に実施した「外来待ち時間調査」に

おける平均待ち時間は10分で、2018年度より

2分短縮することが出来ていますが、待合室の

満足度は改善することが出来ていません。

待合室における満足度は、待ち時間そのもの

だけではなく、環境整備の状況や室内温度な

ど、個々の患者さんが体感される待ち時間も

大きく影響しているものと考えております。今

後はこれらの事を認識したうえで、更に皆さま

にご満足いただけるよう、改善に取り組んでま

いります。

満足

43%

やや満足

20%

ふつう

32%

やや不満

4%

不満

1%

②院内の空調

院内の空調に関する満足度は、「満足」「やや

満足」を合わせて前年度を2％下回る67％、

「不満」「やや不満」は前年度と同じ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2％低下しました。

当院では室内温度の設定を、夏期が26℃、

冬期が22℃とさせていただいております。診

察や会計をお待ちになっておられる皆さまの

快適性を損なう事が無いよう、その時々の状

況に応じて、適切な対応をさせていただきた

いと考えております。

また、当院では、地球温暖化防止に対しても

積極的に取り組んでおり、その一環として

2009年度から「チームマイナス6％」へ参加し

ております。このことから、クールビズやウォー

ムビズにも取り組んでおりますので、合わせて

ご理解をいただきますようお願いします。

ご意見の内容

満足

47%

やや満足

20%

ふつう

30%

やや不満

3%

不満

0%
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③トイレ

④公衆電話

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

公衆電話に関する満足度は、「満足」「やや満

足」を合わせて前年度を2％下回る41％、「不

トイレに関する満足度は、「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」は前年度と同じ4％のご評価をい

ただきました。満足度全体は前年度から3％

低下しました。

トイレの清掃や整備による衛生管理について

は、更なる取り組みが必要であると認識してお

ります。

これからは、患者さんが安心して、そして快適

にトイレをご利用になれるよう、一層の改善に

取り組んでまいります。

満足

44%

やや満足

20%

ふつう

32%

やや不満

4%

不満

0%

満足

やや不満

3%
不満

2%

⑤売店

売店に関するの満足度は、「満足」「やや満

足」を合わせて前年度を2％上回る38％、「不

満」「やや不満」は前年度を2％を上回る17％

のご評価をいただきました。満足度全体では

前年度と同じ評価をいただきました。

昨年と変わらず厳しい評価をいただいている

と受け止めております。売店は皆さまのご利用

頻度が高いことから、改善に対する要望も多く

寄せられています。今後も、売店の運営業者

とも協力し、改善に努めてまいります。

ご意見の内容

満」「やや不満」も前年度を1％下回る5％のご

評価をいただきました。満足度全体は前年度

から1％低下しました。

現在当院では、受付フロアーと外来フロアー

に、それぞれ1台ずつ公衆電話を私設で設置

させていただいております。今後、これらの電

話の利用状況や皆さまからのご意見等を参考

にさせていただきながら、新たな対応の必要

性について検討してまいります。

31%

やや満足

10%

ふつう

54%

満足

23%

やや満足

15%

ふつう

45%

やや不満

11%

不満

6%

 4ページ 4ページ



⑥院内の見取り図や案内板

⑦総合的に見た院内施設や設備について

院内の見取り図や案内版に関する満足度は、

「満足」「やや満足」を合わせて前年を2％下

回る46％、「不満」「やや不満」は前年度を1％

上回る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%低下しました。

当院の特徴として、広い敷地に複数の病棟や

施設が建設されていることや、初めてご来院さ

れる患者さんが増えていることから、見取り図

や案内板を見ても、「行きたい所が分かりにく

い」と感じられる方が多くなっているものと考え

ています。

このことから、初めてご来院された皆さまにとっ

ても、分かりやすく、見やすい見取り図や案内

版について、あらためて検討させていただくな

ど、改善に向けて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

満足

29%

やや満足

17%

ふつう

47%

やや不満

6%

不満

1%

総合的に見た院内施設や設備に関する満足

度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度

を2％下回る60％、「不満」「やや不満」も前年

度を1％下回る3％のご評価をいただきまし

た。満足度全体では前年度から1％低下しま

した。

項目別では、いずれの項目も、昨年と同様、

または昨年を下回る評価をいただきました。

「満足」「やや満足」が50％を下回った項目に

ついては、「院内の見取り図や案内版」46％、

「公衆電話」が41％、「売店」が38％の３項目

ありました。

これらの項目については、何れも改善に取り

組んできた項目ですが、患者さんやご家族の

皆さんから見ると、まだ改善が出来ていなかっ

たものと受け止めております。

今後は、利用される患者さんやご家族の視点

に立ち、出来るだけ多くの方に快適にご利用

いただけるよう取り組んでまいります。

ご意見の内容

満足

34%

やや満足

26%

ふつう

37%

やや不満

3%

不満

0%

 5ページ 5ページ



４．受付・会計窓口での手続きや対応について

①受付時の手続きの分かりやすさ

②会計の領収書や明細の分かりやすさ

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

会計の領収書や明細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

て前年度を1％下回る61％、「不満」「やや不

受付時の手続き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
を2％上回る67％、「不満」「やや不満」も前年
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1％改善しま
した。
受付時の手続きにつきましては、更に改善す
べき事項があると認識しております。手続きの
手順や説明の仕方など、これまで以上に職員
のレベルアップを図り、より分かりやすく丁寧
な対応が出来る窓口となれるよう、努力してま
いります。

満足

45%

やや満足

22%

ふつう

27%

やや不満

5%
不満

1%

満足

42%

ふつう

36%

やや不満

2%
不満

1%

③職員の対応

職員の対応に関する満足度は、「満足」「やや

満足」を合わせて前年度と同じ69%、「不満」

「やや不満」も前年度と同じ4％のご評価をい

ただきました。満足度全体においても前年度

と同じ評価をいただきました。

職員の対応については、まだ改善すべき事項

が沢山あると考えております。これからも、ご

来院された皆さまに喜んでいただけるよう、一

層のスキルアップと親切で丁寧な対応に取り

組み、さらに改善できるよう努めてまいります。

て前年度を1％下回る61％、「不満」「やや不

満」は前年度を1％上回る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2％

低下しました。

領収書や明細書の書式等については、行政

が定めた一定の基準がありますが、より分かり

やすい書式となるよう工夫させていただくと共

に、お渡しする際はより解り易い説明を加えさ

せていいただくなど、極め細やかな対応がで

きるよう努めてまいります。

ご意見の内容

42%

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会計のための待ち時間

⑤待ち時間に対する感想

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

会計のための待ち時間につきましては、「5分

以内」「5分以上15分以内」を合わせて前年度

を3％下回る62％、30分以上お待ちいただい

た患者さんは前年度を3%上回る8%となりまし

た。会計のための待ち時間全体では、前年度

と比較し、長くなっております。

待ち時間短縮については、受付に対する強

い要望と認識しており、業務フローの改善等

の更なる努力が必要であると考えています。

特に、混雑時の待ち時間短縮が課題であり、

その対応について引き続き検討し改善に努め

てまいります。

ご意見の内容

待ち時間に対する感想につきましては、「短

い」「やや短い」を合わせて前年度を8％下回

る5％、「長すぎる」「やや長すぎる」は前年度

5分以内

11%

5～15分

51%

15～30分

30%

30～45分

5%

45～60分

1%

60分以上

2%

短い

3%

やや短い

2%
長すぎる

11%

ｇ

⑥受付・会計の全体的な感想

ご意見の内容

受付・会計の全体的な感想につきましては、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を2％

下回る55％、「不満」「やや不満」は前年度を

2％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％低下しました。

ふつうを含めて約5割の患者さんが満足して

おられない現状を真摯に受け止め、改善の必

要性を認識しています。

受付や会計の待ち時間および受付時の対応

について、患者さんの満足度が改善できるよ

う、職員教育を含めた具体策を実施してまいり

ます。

る5％、「長すぎる」「やや長すぎる」は前年度

を13％上回る44％のご評価をいただきまし

た。満足度全体では21％低下しました。

待ち時間については、現状ではまだ長いと感

じられておられる患者さんも多くおられること

から、一層の改善に向けた取り組みが必要で

あると認識しています。今後も、受付や会計に

かかる待ち時間の改善に、継続して取り組ん

でまいります。

ふつう

51%

やや長い

33%

満足

28%

やや満足

27%

ふつう

37%

やや不満

6% 不満

2%
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５．診察にかかる待ち時間や看護師・医師等の対応について

①受付終了後から診察を受けるまでの待ち時間

②待ち時間に対する感想

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

受付時間終了から診察を受けるまでの待ち時

間につきましては、20分以内が前年度を5％

下回る24％、20分以上60分以内も前年度を

1％下回る57％、60分以上は前年度を6％上

回る19％となりました。

待ち時間全体では、前年度と比較し、長く

なっており、改善に向けた一層の取り組みが

必要と考えています。これからも、長時間お待

たせしたケースについて検証し、待ち時間短

縮に向けて更に努力してまいります。

ご意見の内容

待ち時間に対する感想につきましては、「短

い」「やや短い」を合わせて前年度を1％下回

10分以内

9%

10～20分

15%

20～30分

28%

30～60分

29%

60～90分

10%

90分以上

9%

短い

3%

やや短い

2%
ふつう

38%
長すぎる

22%

③診察室の環境や雰囲気

ご意見の内容

診察室の環境や雰囲気につきましては、「良

好」「やや良好」を合わせて前年度と同じ

64％、「悪い」「やや悪い」は前年度を1％上回

る2％のご評価をいただきました。

全体では前年度から1％低下しています。

これまでも継続して改善に取り組んで来た項

目ですが、これからも清潔さ、温度や湿度の

管理、照明、プライバシーの確保、騒音対策

などについて改善に取り組み、より一層、雰囲

気の良い診察室づくりに努めてまいります。

る5％、「長すぎる」「やや長い」は前年度を5％

上回る57％のご評価をいただきました。全体

では前年度から6％低下しました。

患者さんは、30分以上の待ち時間を長いと感

じられると考えています。今後は、待ち時間を

少しでも短く感じていただけるよう工夫するな

どの改善に取り組んでまいります。

やや長い

35%

良好

37%

やや良好

27%

ふつう

34%

やや悪い

2% 悪い

0%
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④診察室で気になったこと（複数回答可）

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

0 100 200 300 400 500 600

特になし

その他

におい

部屋の広さ

温度や湿度

騒音

プライバシーへの配慮

部屋の明るさ

清潔さ

592

19

24

25

25

25

44

48

66

⑤看護師の対応

看護師の対応に関する満足度は、「満足」「や

や満足」を合わせて前年度と同じ61％、「不

満」「やや不満」は前年度から1％上回る4％の

ご評価をいただきました。満足度全体では1％

低下しました。

接遇応対の向上につきましては、前年からス

ローガンを定め毎朝唱和するなどして徹底し

て来ましたが、「ふつう」を含めて満足しておら

れない方が40％ちかくおられ、十分な水準で

はないと認識しております。今後は、患者さん

にこれまで以上に満足していただけるよう、看

護師の育成指導を更に進めるなどして、より

一層の改善に努めてまいります。

ご意見の内容

診察室で気になったことにつきましては、昨年度を44件下回る868件のご指摘をいただきました。内容は昨
年と同様に、「清潔さ」「部屋の明るさ」「プライバシーへの配慮」が上位となりました。この中で「清潔さ」につ
きましては、前年度と比較し16件減少することができました。今後も、診察室の整理整頓や明るさなどにつ
いて、一層の改善に取り組んで行きたいと考えています。

ご意見の内容

満足

35%

やや満足

26%

ふつう

35%

やや不満

3%
不満

1%
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⑥担当した医師について

○信頼性

○親切・ていねいな対応

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

親切・ていねいな対応に関する満足度は、
「満足」「やや満足」を合わせて前年度と同じ
79％、「不満」「やや不満」も前年度と同じ3％

担当した医師に対する信頼性に関する満足
度は、「満足」「やや満足」を合わせて前年度
を3％下回る76％、「やや不満」「不満」が前年
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3％低下しました。
担当する医師に対する信頼性は、治療効果
に大きく影響を与えるものと認識しておりま
す。このことから、「ふつう」は「満足」へ、「やや
不満」「不満」はゼロに近づけていくことが、重
要と考えています。今後も、医師に対する信
頼性が高まるよう、日々努力を続けてまいりま
す。

満足

56%

やや満足

20%

ふつう

20%

やや不満

3%
不満

1%

ふつう

18%

やや不満

2%
不満

1%

○病気や薬等の説明

病気や薬等の説明に関する満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて前年度を1％下回

る72％、「不満」「やや不満」は前年度と同じ

5％のご評価をいただきました。満足度全体で

は1％低下しました。

患者さんが病気で不安定な時など、病気や薬

について詳しい説明を聞くことができないこと

もあり、患者さんの状態に応じた説明をさせて

いただいております。これからも、患者さんに

解りやすい適切な説明を行ない、少しでも満

足していただけるよう努めてまいります。

ご意見の内容

79％、「不満」「やや不満」も前年度と同じ3％
のご評価をいただきました。満足度全体にお
いても昨年と同じ評価をいただきました。
患者さんは、その時の状態によって、不安で
落ち着けないことや、説明を聞いても理解で
きないことなどもあります。
このような時を含めて患者さんへの対応は、い
つも解りやすく、そして親切で丁寧なものでな
ければならないと考えています。これからも、
患者さんの立場に立った、細やかな対応に努
めてまいります。

満足

58%

やや満足

21%

満足

51%

やや満足

21%

ふつう

23%

やや不満

4%
不満

1%
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⑦診察の時に医師からもっと説明して欲しかったこと（複数回答可）

外来患者
さんのう

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

0 50 100 150 200 250 300 350 400

その他

治療にかかる費用

何のための薬か

治療期間

治療方法

何のための検査か

どんな病気か

薬の副作用

日常生活上の注意

特になし

14

28

51

102

116

156

183

216

217

354

⑧診察にかかる全体的な感想

診察に対する全体的な感想につきましては、

「満足」「やや満足」を合わせて前年度を1％

下回る69％、「不満」「やや不満」も前年度を

1％下回る5％のご評価をいただきました。満

足度全体では、前年度と同じ評価をいただき

ました。

患者さんが多い時は、外来待ち時間は長くな

り、一方で診察時間は短くなる傾向がありま

す。このことも、ご不満に感じられる大きな原

因になっているものと考えています。待ち時間

はできるだけ短く、また限られた時間内でご満

足のいただける診察ができるよう、これからも

努力を続けていきたいと考えています。

診察のとき医師からもっと説明してほしかったことにつきましては、「日常生活上の注意」「薬の副作用」「ど
んな病気か」を選択された方が多く、次いで「何のための検査か」、「治療方法」、「治療期間」、が上位に来
ています。これは、患者さんが単に薬による治療だけでなく、他の治療方法にも関心をお持ちになっておら
れることを示しているものと考えます。このことから、患者さんの多様化するニーズへもお応えできるよう努
めてまいります。

ご意見の内容

ご意見の内容

満足

42%

やや満足

27%

ふつう

26%

やや不満

3% 不満

2%
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６．２０１１年４月１日以降、院外薬局へ変更のため、該当ありません。

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
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７．精神保健福祉士の対応について

①精神保健福祉士の利用経験

②精神保健福祉士の説明（精神保健福祉士を利用した方のみ）

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」を合わせて前年度を3％

下回る64％、「不満」「やや不満」は前年度と

精神保健福祉士の利用経験が「有」とお答に

なられた方は34％で前年度を1％下回り、利

用した経験が「無」「知らない」とお答になられ

た方は66％で前年度を1％上回りました。

精神保健福祉士の利用経験や認知の状況に

ついては、まだ十分でないと認識しておりま

す。今後は、精神保健福祉士が行なう患者さ

んへの支援内容や利用方法などについて、

掲示の方法なども工夫し、安心してご利用い

ただけるよう努めてまいります。

有

34%

無

49%

知らない

17%

満足

ふつう

28%

やや不満

4%
不満

4%

③精神保健福祉士の対応（精神保健福祉士を利用した方のみ）

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4％

下回る62％、「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5％低下しました。

ご不満と感じられた方が10％もおられ、一層

の改善に取り組まねばならないと考えておりま

す。これからも、患者さんのより良い地域生活

の実現に向けて、積極的なご提案ができるよ

う努めてまいります。

ご意見の内容

下回る64％、「不満」「やや不満」は前年度と

同じ8％のご評価をいただきました。満足度全

体では3％低下しました。

医療や介護に関する公的制度など複雑なも

のほど、丁寧で解りやすい説明が必要です。

常に各種制度について把握すると共に、伝達

の手順や方法についても訓練を重ね、必要な

情報を適切に提供させていただくなど、患者

さんやご家族の皆さまにご満足いただけるよう

努めてまいります。

41%

やや満足

23%

満足

41%

やや満足

21%

ふつう

28%

やや不満

5%
不満

5%
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８．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経験

心理カウンセリングの利用経験につきまして

は、「有」とお答になられた方が前年度を1%下

回る14%、「無」とお答になられた方も1％下回る

70％でした。「知らない」とお答になられた方

は、前年度を2％上回る16％でした。

今回の結果から、心理カウンセリングの認知度

は低下し、利用経験も減少していると考えられ

ます。

心理カウンセリングのご利用の方法や相談の

仕方について、患者さんへの情報提供を引き

続き行ってまいります。また、心理カウンセリン

グの実施方法についても改善を図り、治療上

必要とされる患者さんがより多くの機会を得るこ

とができ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

有

14%

無

70%

知らない

16%

②心理療法士の対応（心理カウンセリングを利用した方のみ）

心理療法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1％上回

る55％、「不満」「やや不満」も前年度を1％上

回る14％のご評価をいただきました。今回の結

果は、満足度全体で前年度と同じ評価をいた

だきました。

不満と感じられた方が増えており、不十分な点

があると認識しております。

これからも、患者さんのお気持ちに寄り添い、

合わせて、しっかりとニーズをくみ取らせていた

だき、その上で、心理療法士から丁寧な説明

をさせていただきます。そして患者さんとより良

い信頼関係を築き、一緒に病気に向き合って

いけるよう努めてまいります。

ご意見の内容

満足

37%

やや満足

18%

ふつう

31%

やや不満

8%
不満

6%
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９．訪問看護ステーションについて

①訪問看護の利用経験

②スタッフの言葉づかい（訪問看護を利用した方のみ）

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

訪問看護ステーションのスタッフの言葉づかい

に関する満足度は、｢満足｣および｢やや満足｣

訪問看護の利用経験が「有」の患者さんは、前

年度を1％上回る25％、訪問看護自体を「知ら

ない」方は前年度を1%下回る10％でした。

訪問看護は、医療と在宅の生活をつなぐ重要

なサービスです。今回の結果は、訪問看護に

対する認知度はまだ低く、必要とされている方

にサービスの提供ができていないケースもある

と認識しました。今後は、これまで以上に積極

的な情報提供に取り組み、患者さんに安心し

てご利用いただけるよう推進してまいります。

有

25%

無

65%

知らない

10%

ふつう

20%

やや不満

3% 不満

2%

③訪問看護利用にかかる満足度（訪問看護を利用した方のみ）

訪問看護利用にかかる満足度につきまして

は、｢満足｣｢やや満足｣を合わせて前年度を

5％上回る72％、｢不満｣｢やや不満｣は前年度

と同じ8%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。

提供させていただいた訪問看護の内容に対し

て、1割近くの方が不満に感じてられたことに

ついては、真摯に受けとめねばならないと考え

ています。これからもスタッフの能力の向上を

図り、患者さまにご満足いただけるよう努めて

まいります。

ご意見の内容

を合わせて前年度を8%上回る75%、｢不満｣｢や

や不満｣は前年度と同じ5％のご評価をいただ

きました。満足度全体では8％改善しました。

5％の方が不満に感じられておりますので、引

き続き言葉づかいや態度について、スタッフの

意識の見直しが必要と考えています。

患者さんに信頼していただける訪問看護師で

あれるよう、看護スキルの向上と接遇応対の改

善に努めてまいります。

満足

58%

やや満足

17%

満足

51%

やや満足

21%

ふつう

20%

やや不満

4%
不満

4%
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１０．精神科デイケア・デイナイトケアについて

①精神科デイケア・デイナイトケアの利用経験

②スタッフの言葉づかい（精神科デイケア・デイナイトケアを利用した方のみ）

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

スタッフの言葉づかいに関する満足度は、「満

足」「やや満足」を合わせて前年度を1％下回

る64％、「不満」「やや不満」も前年度を1％下

精神科デイケア・デイナイトケアの利用経験に

関して、「有」とお答になられた患者さんは前

年度と同じ31%、「知らない」とお答えなられた

方は前年度を1％上回る11％でした。

デイケア・デイナイトケアの認知度は少しずつ

上がってきていますが、まだ、知っておられな

い患者さんもいらっしゃいます。今後も、患者

さんへの情報提供や体験利用などの広報活

動とあわせて、ご家族とも接点を持たせていた

だき、積極的にご利用いただけるよう努めてま

いります。

有

31%

無

58%

知らない

11%

満足

ふつう

28%

やや不満

5% 不満

3%

③実施プログラムの満足度（精神科デイケア・デイナイトケアを利用した方のみ）

実施プログラムの満足度につきましては、「満

足」および「やや満足」が前年度を3％上回る

53％、「不満」「やや不満」は前年度を3％下

回る15％のご評価をいただきました。満足度

全体では、6％改善しました。

不満に感じられた方が15%おられ、まだ高い水

準と認識しています。今後、患者さんに対する

適切な支援のために、ニーズにお応えしつ

つ、治療効果の上がる魅力的なプログラム作

りに、積極的に取り組んでいきたいと考えてお

ります。

ご意見の内容

る64％、「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

体では前年度と同じ評価をいただきました。

満足度は概ね横ばいですが、不満と感じられ

た方が1割近くおられることにつきましては真

摯に受け止める必要があると考えています。

スタッフの言葉づかいは重要なことであり、こ

のことを再度認識し、今後は親切で丁寧な対

応に心がけ、利用者の皆さまに満足していた

だけるよう努めてまいります。

満足

44%

やや満足

20%

満足

32%

やや満足

21%

ふつう

32%

やや不満

10%

不満

5%
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１１．当院に望むこと（複数回答可）

外来患者
さんのう

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

その他

往診をして欲しい

受付職員はもっと親切にして欲しい

待合室を明るく快適にして欲しい

医師はもっと親切にして欲しい

看護師はもっと親切にして欲しい

診察時間帯をもっと長くして欲しい

できるだけ費用を安くして欲しい

必要な時は他の病院を紹介して欲しい

医師は患者の不安や悩みをわかって欲しい

電話で相談できるようにして欲しい

もっと時間をかけて診察して欲しい

特になし

待ち時間をもっと短くして欲しい

24

20

35

37

41

53

61

64

82

108

124

135

202

406

ご意見の内容

当院に対するご要望のうち「待ち時間をもっと短くしてほしい」が、前年度と同様に最も多い要望となりました。
件数は406件で昨年度より24件減少しました。その割合は前年度を2％下回る29%となりました。待ち時間の短
縮については、患者さんの多くが望まれていることであり、絶対的な待ち時間は勿論のこと、体感的な待ち時
間も含め、改善の余地はまだ多いと考えております。今後も職員全員が当院の重要課題と認識し、改善に取り
組んでまいります。
次に多い要望は、「もっと時間をかけて診察してほしい」、「電話で相談できるようにして欲しい」、「医師は患者
の不安や悩みをわかって欲しい」、ですが、合わせて367件で前年度から33件増加しました。割合では、3％上
回り27%となりました。患者さんのお話を十分にお聞きできる診療体制作りの一つとして、医師や看護師の増員
をすすめてまいりました。今後についてもしっかりとした診療体制を維持してまいります。また、電話でのご相
談につきましては、相談内容に応じて適切な部署にお取次ぎし、可能な限り実施できるよう努めてまいります
が、病状などに関して電話でお答えできない事も多くあり、医師の診察をお勧めする場合もありますので、ご
理解いただきますようお願いします。
そして、看護師、受付職員、医師に対して、「もっと親切にしてほしい」が、129件で、前年度より4件増加しまし
た。患者さんへより良い医療を提供させていただくためには、信頼関係の構築が重要なポイントであると考え
ております。そのために、平素からの親切な対応が必要であると考えており、今後は、患者さんの立場に立っ
て親切で丁寧な対応に努めさせていただきます。
なお、これからも、当院に対するご意見やご確認されたいことなどがございましたら、遠慮なくスタッフや担当医
師へお申し出いだだきますようお願いします。

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

その他

往診をして欲しい

24

20
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１２．当院全体についての患者さまへの質問

①当院を利用して良かったですか？

②同じ病気にかかった場合再び当院に来られますか？

当院を再度選択していただけるかにつきまし

ては、「そう思う」「ややそう思う」を合わせて前

年度を1％下回る80%、「あまりそう思わない」

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

ご意見の内容

当院を利用して良かったにつきましては、「そ

う思う」「ややそう思う」を合わせて前年度を

2％上回る87％、「あまりそう思わない」「そう思

わない」は前年度を1％下回る1％のご回答を

いただきました。

「どちらとも言えない」を含めて13％の患者さ

んは、満足しておられないものと認識しており

ます。今後は、職員全員でより質の高い医療

サービスの提供させいいただき、当院を利用

して良かったと言っていただけるよう努めてま

いります。

そう思う

53%

ややそう思う

34%

どちらとも言

えない

12%

あまりそう思

わない

1%
そう思わない

0%

そう思う

55%

どちらとも言

えない

17%

あまりそう思

わない

2% そう思わない

1%

③お知り合い等から依頼を受けた時に当院を紹介しようと思われますか？

お知り合い等から依頼を受けた時に、当院を
ご紹介いただけるかにつきましては、「そう思

う」「ややそう思う」を合わせて、前年度と同じ

69％、「そう思わない」「あまり思わない」は昨

年度を1％下回る5％のご回答をいただきまし

た。

「どちらとも言えない」を含めて約3割の患者さ

んには満足していただけていないと認識して

おります。今後は、患者さんからの一層の信

頼をいただけるよう、これまで以上に努力し、

より多くの患者さんに安心してご紹介いただけ

るよう、職員全員で努力してまいります。

ご意見の内容

年度を1％下回る80%、「あまりそう思わない」

「そう思わない」は前年度と同じ3％のご回答を

いただきました。

「どちらとも言えない」が17％で、全体の約2割

の患者さんは、満足しておられないものと認識

しております。この結果を厳しく受け止めて、

これからも、多くの患者さんやご家族の皆さま

に、安心してご来院いただける病院となれるよ

う、努力してまいります。

55%

ややそう思う

25%

そう思う

43%

ややそう思う

26%

どちらとも言

えない

26%

あまりそう思

わない

3% そう思わない

2%
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④当院に関するご意見のカテゴリー

○待ち時間以外の主なご意見

分類

ご不便をおかけし大変申し訳ございません。早
急に修理するようにいたします。

混雑時にはご迷惑をおかけしておりますが、直
ちにご希望に沿う事が難しい事項となっており

トイレのドアのフックがはずれかけて、カクカクし
ている所がある。

駐車場をもっと広くしてほしい。

施設・設備

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

当院に関するご意見のカテゴリーにつきまして

は、「待ち時間」が49％で前年度から5％増加

し、「受付・会計」は前年度と同じ15％となりまし

た。また、「施設・設備」は13％で前年度から

3％増加しました。また、「医師」「職員」は、合

わせて前年度から5%減少の14％となりました。

「待ち時間」および「受付・会計」に対するご意

見は、いずれも前年度から増加しており、外来

および受付での待ち時間の短縮についは、喫

緊の課題と受け止めており、今後の重点改善

項目として取り組んでまいります。

ご意見の内容 回答

施設・設備

13%

受付・会計

15%

待ち時間

49%

医師

10%

職員

4%
その他

9%

医師

医師は診察時にできるだけ患者さんの相談に
応じさせていただいております。今後も、出来
るだけお話が聞けるよう、診察時間を取らさせ
ていただきたいと思います。

いつも心遣いと心配りのあるやさしい言葉をか
けていただき大変感謝しています。ありがとうご
ざいます。

医師を出来るだけ変えないでほしい。

ちにご希望に沿う事が難しい事項となっており
ます。今後の検討課題とさせていただきます。

駐車場をもっと広くしてほしい。

受付・会計時の待ち時間については毎年ご意
見を多くいただいており、日々改善を進めてお
りますが、大幅な時間短縮はできていない状況
です。待ち時間を快適にお過ごしいただけるよ
う、今後も引き続き業務の見直しに取り組んで
まいります。

その他

タバコを吸うエリアを作って欲しい。

職員

こういったアンケートは少しはいかされるので
しょうか。

とても親切で感じがいいので、利用するのがと
ても楽しみです。

患者さんの健康の回復を目的に治療を行って
いるため、病院全体を禁煙にさせていただいて
います。ご理解いただきますようお願いします。

いただいたご意見は、院内全体で共有し、でき
るかぎり反映するよう努めております。時間を要
する案件もございますのでご了承ください。

報連相がうまく行っていないのか、別々の看護
師さんから同じ内容の質問を何度もされたり、
電話がかかって来たりする。

受付・会計

予約しているにも関わらず待ち時間が長い。

何人待ちの状況か、簡単に確認できるアプリな
どが欲しい。

患者さんからいただくご意見の多くは、職員の
接遇応対に関するものです。このことにつきま
しては改善が必要な項目と認識しており、これ
からも皆さまに満足していただけるよう継続して
改善に努めてまいります。
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１３．アンケートにご回答いただいた患者さまの構成

①男女別構成 ②年齢別構成

③当院までの所要時間 ④当院までの交通機関

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

男性

45%

女性

55%

15分以内

18%

30～60分

31%

60～90分

8%

90分～120

分

4% 2時間以上

1%

20歳未満

1%
20～29歳

8% 30～39歳

18%

40～49歳

23%50～59歳

22%

60～69歳

13%

70～79歳

9%

80歳以上

6%

徒歩

10%
自転車

6% オートバイ

3%
ＪＲ

15%

私鉄電車

10% その他

1%

１４．総合評価点

①平均点

②分布

いただききましたご評価について

今年度の総合評価は、前年度を1.0点下回る79.9点と
いうご評価をいただきました。
今年度の評価得点別の構成は、81～100点が前年度
から4％減少した42％に、61～80点が3％増加した
48％のご評価をいただきました。0～60点は前年度と
同じ10％でした。このことから、評価は前年度よりやや
低下しており、改善が進まなかったと考えております。
受付時の手続きの分かりやすさや訪問看護利用に関
する満足度は前年度より向上していますが、待ち時間
や院内施設・設備などにつきましては低下している項
目もあり、改善の余地が多くあると認識しております。
今後も、これらの課題について検証しつつ、より多くの
皆さまに満足していただけるよう、改善に向けた取り組
みを継続してまいります。

79.9 点

(前年比 -1.0 )

15～30分

38%

31%

自動車

45%

タクシー

3%

バス

7%

0～20点

1%

21～40点

1%
41～60点

8%

61～80点

48%

81～100点

42%
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