
平成22年度患者満足度調査

調査概要
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今年度

計 うち入院 うち外来
アンケート票配付枚数 1,520 700

アンケート票回収枚数 839

(目 標回収枚数) (748) (370) (378)

回収率 34.8%

記入者
本人 604 165 439 72.11

付添 27.91

性別
男性 342 220 40.8鴨

女性 496 59.2%

年齢

10歳未満

10歳代

20歳代 47 14

30歳代 11.0%

40歳代 ■
■ 10。 1馴

50歳代 126 15。CH

60歳代 23.gH

70歳代 22.3%

80歳以上 10.1%

院
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入院はじめて 24.4%

他院あリ 24.41

当院あり 143 143 51.31

来
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外
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通院はじめて

2回 目 6.酬

3～ 10回 29.5,

10回 以上 326 59.4察

病棟

受診診療科

(複数回答)

昨年

計 うち入院 うち外来

1,300 700

780

(748) (370) (378)

52.3% 69.0%

200 68.4引

245 31.61

326 42.1%

449 208 241 57.9%

0.5%

0 0.41

5.5貿

30 9.0%

11.2%

14.7'

196 90 106 25.3貿

23.3γ

10.11

20.4%

100 100 28.7%

50。 91

3.7%

126 31.1%

239 23el 59.0%

3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 回復リハ
42 46 46

内科 精神科 神経内科 腎臓内科 糖尿内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 小児科
47 14 44

外科 整形外科 乳腺外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼科
50 70 42

耳鼻咽喉科 歯科口腔 リハビリ 血液浄化
40 1
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本年 も、最 も多かったのは 「他の病院、診療所か らの紹介」で、一昨年、昨年 とほぼ同 じ傾向となってい
る。

来院のきっかけ

0%        lo%

口H20回 H21 日H22

1.他の病院、診療所から紹介されたから

2.ご家族、知人に勧められたから

3.本や雑誌で評判が良かったから

4.インターネットで調べて

5.診療科目が多く安心できるから

6.かかりつけの医師がいるから

7.医師、看護師等が親切だから

8。信頼できる専門医がいるから

9.医療設備が整っているから

10.自 宅、勤務先に近いから

11.前の病院、診療所に不満があったから

12.以前からいつも利用しているから

13.救急で搬送、または受診したから

14.その他
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病院に重視するもの 清水病院

選択肢は、医療に関わるものとそれ以外に大別できるが、
また、医療に関わるものの中でも、医療スタッフの知識・

に重視 されている。

医療に関わるものが重視されている。
技術、親身な対応の人的要素に関わるものが特

病院を選ぶとき重視するもの

■非常に重視 ロー応重視 口どちらとも 口あまりしない 口ほとんどしない

医師をはじめ医療スタッフの高度な知識と

技術

先進的で高度な医療設備、治療機器

症状や処置、薬についてのわかりやすい

説明

納得するまで聞ける相談のしやすさ

医師をはじめ医療スタッフの親身な対応

受付、会計等職員の親切な対応

診察、検査、会計の待ち時間

診察室、処置室や器具の清潔感

待合室やトイレ等の広さや清潔感

駐車場や売店などの充実した設備
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サービスに対する満足度 清水病院 入院

入院に関する満足度は、全体としての平均満足度で五段階中4.23と 昨年より下回つた。
個別の設間では、項 目により昨年より上下しているが、4.0を下回る設問項 目はなかつた。

(入院)サービスヘの満足度 <平均点>
口H20回 H21 日H22

入院が必要や症状の説明

入院の事前説明

検査時の苦痛不具合

検査技師の接遇

放射線技師の接遇

診察時の苦痛不具合

医師による経過説明

医師による治療説明

手術後の痛み等

医師の親身な応対

医師への相談しやすさ

看護師の親身な応対

看護師への相談しやすさ

Jll.21
4.14

壽ま%
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サービスに対する満足度 清水病院 外来

外来に関する満足度は、全体としての平均満足度で五段階中4.05と 昨年より上回つた。
個別の設間における評価については、昨年とほぼ同様の傾向を示している。

(外来)サービスヘの満足度 <平均点>  
口H20回 H21日 H22

扁
田
□
扁
□
目

全体満足度

受付

検査

放射線検査

診察

会計口薬剤

検査

放射線検査

診察

会計口薬剤

受付

検査

放射線検査

医師

看護師

薬剤

会計

検査

放射線検査

診察

師処置説明

医師相談

看護師相談
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入院中にもっと聞いておきたいこと 清水病院 入院

「症状に関する説明をもつと聞きたい」と「退院 した後の通院や生活の注意点について聞きたい」の 2項 目
の回答が多かった。

もっと聞いておきたいこと
口H20 回H21  ■H22

症状に関する説明をもっと

検査や手術に関する説明を

もっと

入院費用の額や明細を

地震や火事など災害時の対

応を

手術実績や症例数を

退院後の通院や生活の注意

点に
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病院ボランティアについて 清水病院 外来

ボランティアを利用 したことがある人は、昨年よりも減少 し13.0%と なうた。
対応についての平均満足度は五段階中4.34と 昨年を下回つたものの良好な評価を受けている。
病院ボランティアが必要だと思 うときは、一昨年、昨年 と同様に「自動車からの昇降時」、「診察室まで

の移動時」、 「検査・放射線等への移動時」が多かった。

病院ボランティアを利用したことがありますか ?
0%     10%    20%    30% 10畔

０

　

　

１

Ｈ

　

　

Ｈ

病院ボランティアの対応についての満足度
口H20 回H21 口H22

満足度

4.50

病院ボランティアが必要だと思うときは? (複数回答可)

20喘             40%

口H20 回H21 ■H22

自動車からの昇降時

診察室までの移動時

検査口放射線等への移動時

食堂口売店への移動時

お見舞等病棟への移動時

その他
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院内にあれば便利だと思うサービスについては、売店の営業時間の延長が最も多かつた。

サービスに関する自由意見

・  食べ物の自販機、つきそいの食事サービス(有料)

。  パジャマの貸し出し(有料 )。 売店‥・もつと便利にしてほしい。
・  売店をコンビニ化 !

・  PCをインターネットにつなげたい (ベッドで)

・  今回の入院は4泊 5日 と最初からわかっていたので院内サービスはわかりません。
・  コピー機がほしい。
・  本屋、¥100均一がほしい。
・  まくらカバー布団カバーのシーツ替えを定期的に行つてほしい。(1週 間に1回など)

・  病室内でのインターネット利用。
・  パジャァの貸付。
・  売店品の注文販売。ベッドから動けなかったときに注文すれば必需品を持つてきてくれる。
・  シャンプー、カットの巡回。
・  ネット環境、コンビニ (ローソン、セブン、ファミマ)

・  インターネットの使用可能 (談話室などの部分的使用でも可)。 自身の病状や治療方法について調べたい。
・  インターネット接続サービス。
・  自販機を各階でなくとも、2階に1機。
・  病室内にLAN設備。PC持込可にしてほしい。
・  100円 ショップがほしい。
・  喫煙所等
・  食事も大変おいしいです。
・  パソコンによるインターネットの利用。

院内にあれば便利だと思うサービスは?(複数回答可)

0%                   20%

巡回クリーニング

日用品自動販売機

売店の営業時間の延長

売店品の巡回販売

貸し出し図書

図書、雑誌、新聞の巡回販売

その他
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