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院長 柏木慎太郎



アンケートご協力ありがとう
ございました

 H25年度12月2日より12月28日までアンケート

を実施させていただきました。

計121名の方にご協力いただきまして、まことにあり
がとうございました。

すべてを読ませていただき、対応策を考えて

いきたいと思っております。

お気づきの点がございましたら、何なりと

スタッフにお申し付けください。



院内土足OR院内スリッパ結果報告

計121人の方からアンケートをいただきました。

土足 ８９票

スリッパ ２１票

どちらでもよい １１票



多くの意見を頂きありがとうございました。

お子様の年齢によっても意見が分かれる所

でもあると思いますが、院内土足希望の方が

多かったので、現在のまま院内土足制で

いきたいと思います。

ご協力ありがとうございました。



【院内外設備関係①】

もう少しおもちゃを置いてほしい

こども向けのTVをかけてほしい

テレビの位置が低いので、後ろの席からは

見えない

院内でくつを脱いで、遊びながら待てる

場所がほしい



 予防接種待合室のおもちゃと、病児待合室の本を

もう少し増やそうと考えております。

なお、感染防止の観点から病児待合室でのキッズ

スペースやおもちゃなどは難しいのではないかと

考えております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 またこども向けのTVにつきましては、現在検討中ですので

いましばらくお待ちいただきたいと思います。

 テレビの位置につきましては、壁の補強の問題で壁掛けに

することができず、また事故防止の観点から、これ以上

高い位置に設定するのは難しいと思われます。

（ちなみに左上の院内モニターに関しましては、裏側から

壁を補強しておりますのでご安心ください）

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。



【院内外設備関係②】

もう少し待合が広くてもよい

中待合のせまい空間で感染しないか心配

院内（中待合）が少し暑かった

消毒薬をあちこちに置いてほしい

こども用の便器が汚れていたので、消毒液がほしい

空気清浄器を予防接種側に

予防接種と診察の受付が同じなので、ちょっと心配



特に予防接種側の待合室は込み合うこともあり

ますが、構造上の問題より、これ以上広くする

のは難しいためご理解いただきたいと思います。

消毒薬につきましては、トイレその他にも設置

いたしました。

予防接種側の空気清浄器につきましては、現在

検討中です。ご指摘ありがとうございました。

なお建物の構造上、入り口のドアから完全に

分けるのは難しいため、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。



【院内外設備関係③】

体温計が不安定な感じがする。

体温計がもっと測りやすいものがよい。



 体温計につきましては、脇で時間をかけて測定する

タイプのものも用意してあります。お気軽にお申し付

けください。

 なお、様々な体温計を検討した結果、耳で測るタイプ

のものなどは誤差が大きく、その中でも誤差が少なく

測定時間も短く、測定方法が簡易なものを検討した

結果、現在のおでこで測る方法となっています。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 また、他にお勧めの方法がありましたら、いつでも

ご意見をいただきたいと思います。



【院内外設備関係④】

駐車場が反対車線にあったのが分かりにく

かった。

駐車場をもう少し広くしてほしい。

前の駐車場に止めるのが大変だった



駐車場につきましては、同じような意見も

多く、医療法人として現在検討中とのこと

です。決まり次第周知させていただきます

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。



【院内外設備関係⑤】

院内表示画面に案内番号だけでは分かり

にくいので、マイク放送も併用しても

よいかも



現在、なるべくわかりやすい方法を検討中

ですのでご理解のほどよろしくお願いいた

します。



【予約システム関係①】

予約をしていて３０分待つのは少し気になる。

予約していても２０分ほど待つので、できれば

改善してほしい。

予約時間に来たのに、少し待ち時間が長く感じた。

もう少し予約の遅れが少なければ助かる。



 予約時間につきましては、なるべくお待たせしない

ように配慮しておりますが、小児科という特性上、

すぐに院内血液検査やレントゲン検査が必要になっ

たり、緊急に市立病院への紹介が必要になったり

するケースもあります。

 小児科の場合、検査に時間がかかってしまうことも

多く、紹介状などの手続きや市立病院などへの連絡

に時間がかかってしまう場合もあります。

できる限りの迅速化を図っておりますが、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。



【予約システム関係②】

予約するのが遅くて時間内でも定員に

なれば診てもらえないこともあるのか不安

予約制なので急に行きたいときは、どうすれ

ばいいのか



当院では診療時間に院内におられる患者さん

は原則全員診察させていただきますので、

ご安心ください。

また当院は予約制ではありますが、直接来院

されて受付でその場で予約を取ることもでき

ます。

なお、待ち時間が長めになる場合もあります

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。



【予約システム関係③】

ネットでの予約で待ち時間があとどの

くらいなのか分かりにくい

ネット予約時に番号確認ができれば

うれしい



 Webページより[現在の状況を見る]をクリック

すれば、現在診察中の方が何時何分の予約の

方か表示されるようになっています。

なお、予約番号についてはネットからは確認

できず現在検討中ですので、ご了承ください。



【予約システム関係④】

Web予約の時に、一人しか予約できな

かったので、兄弟で予約したい場合

どうすればよいか



１人１枠となっていますので、ご兄弟の場合

が２枠で予約をお願いいたします。

なお、同時刻で予約が詰まっている場合など

は、電話にてご相談ください。



【予約システム関係⑤】

予約していたのに予約時間を
ずっと過ぎても呼ばれなかった

別に来た人が先に呼ばれたので

何でだろうと思った



お持たせをして申し訳ありません。

当院はなるべく予約順に従って診察させて

いただいておりますが、混雑時には、来院時間と

予約時間との兼ね合いにより、呼出しが前後する

場合もあります。

なお、出来る限り手違いがないように気をつけて

おりますが、お気づきの点がございましたら、

お近くのスタッフにお尋ねください。

また、お子様の病状によっては前後する場合

もありますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。



【スタッフ対応関係①】

受付にもう少し笑顔を



私院長を含め、スタッフ一同笑顔で対応して

いきたいと思っております。



【診療関係①】

鼻吸引の時に親と離されるよりは抱っこして

いるほうが安心する

鼻吸引は本当に必要だったのか

外で待っていたので様子が分からず、こども

の泣き声だけが聞こえて辛かったので、中で

付き添いたい



 鼻水がたまると、痰がらみの咳の原因や、場合によっては

中耳炎（鼻の奥と耳は耳管という管でつながっています）

や気管支炎、肺炎（痰がからんで下に降りていくと気管や

肺のゼロゼロの原因にもなります）を引き起こすこともあり

ます。

 自分でうまく鼻水出せない年齢のこどもさんにとっては、

鼻水を取ってあげることは息苦しさを改善するだけでなく、

病気が広がっていくのをある程度おさえる効果もあると考え

られます。そのため、医学的に必要な場合は鼻吸引をおすすめ

しております。

 もちろん鼻吸引は痛みを伴い、お子様にとっても負担が

大きい処置ではありますので、現在問診票にて希望されない方

の確認をさせていただいております。



 当院の鼻吸引は、こどもさんの年齢によって吸引チューブの太さを

変えており、ご家庭では取ることの難しい、鼻の奥にたまっている

ねばっこい鼻水まで取ることができます。

吸引チューブを鼻の奥まで入れるため、動くと危ないことからベッド

の上にねかせて体と顔をしっかり固定させていただいております。

 保護者の方が抱っこをしながら、鼻に吸引器具をあてて吸引する方法

であれば、途中でこどもさんが動いても鼻の奥を傷つけることは、

ほとんどないと思われますが、当院の方法ですと吸引チューブが

鼻の奥まで入り、動くと危ないため抱っこしながらの吸引はして

おりません。

 なお、小児科（総合病院の小児科を含め）における鼻吸引はお子様を

ねかせて動かないようにして処置を行うのが一般的で、最も安全で

効果的な方法であると考えられています。



 また鼻吸引の処置の保護者の方に外でお待ちいただいている理由は、

まだ処置が必要であるということを理解できないお子さんを鼻吸引

する際に、保護者の方が見えるところにおられると、押さえられて

いるお子様にとっては、どうして助けてくれないのかという気持ち

になり、あまり好ましくないと考えるからです。

 保護者の方がついてくれる方が頑張れるというお子様であれば、

もちろん付き添いをされても全く問題はありませんので、その際は

お申し付けください。

 また、血液検査の場合も同様の理由です。

 不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。



【診療関係②】

予防接種料金が安いのはありがたいが、

少し不安も



 任意の予防接種の料金設定は納入価格から当院独自の計算で

設定しております。

もちろん正規の薬剤メーカーから仕入れておりますので、

ご安心ください。

 また、インフルエンザの予防接種に関しましては、ご家族の方も

含め、出来る 限り多くの方に接種していただいて、社会全体で

予防することが重要であると考えております。

 なお、予防接種の品質管理につきましては細心の注意を払って

おりますので、ご安心ください。有効期限を確認し、薬剤専用の

保冷庫にて一定温度で管理しております。

 また、一旦開封したワクチンを日を持ち越して使用することは

ありません。



【診療関係③】

前の薬局の待ち時間が長いので、
FAXで前もって流すなどの時間
短縮をしてもらえるとよい



現在、検討中にて決まり次第周知させて

いただきます。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。



【診療関係④】

診察室に看護師さんが何人もお
られて動きづらかった



なるべくスムースに動けるように配置も考え

ていきます。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。



【診療関係⑤】

電子カルテなので、他人と間違
われていないか心配



名前の間違いなどがないよう細心の注意を

払っております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。



【診療関係⑥】

軽症のこどもと重症のこどもを分けたり

するのでしょうか



軽症のお子様（例えば、湿疹のみなど）が

流行りの風邪などをもらわないように

予防接種側の待合室でお待ちいただくなどの

配慮させていただいております。

その他お気づきの点がございましたら、

いつでもお申し付けください。



【診療関係⑦】

ドクターとの距離が微妙なのが
気になる



当院では、ドクターズクラーク制を採用し

ており、医師がカルテに向かうことを極力

少なくし、真正面からしっかりとお子様の

状態を診察できるように努めております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

（こころの距離が気になるということでしたら、

私自身の問題でありますので配慮させていただ

きます）



【診療関係⑧】

吸入の際に、看護師がこどもについていな

かったので、きちんと吸入できていなかった

業務多忙であれば仕方がないが、暇そうだっ

たのできちんと見るべきだと思う



申し訳ありません。

事実確認を行ったところ、そういうことが

あったとのことでした。

今後とも十分に気を付けてまいりますので、

何かお気づきの点がございましたら、

私院長を含めましてスタッフに何なりと

お申し付けください。



アンケートご協力ありがとうございました。
今後も定期的にアンケートをさせていただく
予定です。なお、アンケート用紙はいつでも
ご用意してありますので、お気付きの点が
ありましたら、いつでもお申し付けください。
皆様の意見を参考にさせていただき、医院の
改善と透明化を図るべく努力していきたいと
思っております。ありがとうございました。




