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・「どの専門科を訪ねるのが良いか？の総合判断部署の案内が
先ず欲しい。」
（貴院は、この様な総合判断を専門とする医師は居られますか。）
　総合診療科のような科があると初めて来院された方が、適切な
診療科までの初期対応・判断に便利になるのではないかと思いま
す。

・経験して判ったのは、「初めは総合判断部署を持つ総合病院に
先ず受診して、病因の確定後に専門のかかりつけ医に回る」とい
う判断です。専門医はどうしても自分の専門領域内で病因探索に
注力します。でも、病因が別の場合は、取り返しの付かない時間
のロスとなります。

・当院で初めて受診される際は、紹介状を持参のうえ、診察
の予約をしていただくと、スムーズです。どの診療科を受診
してよいか分からない場合は、総合受付に声を掛けていた
だきたいと存じます。
　なお、専門領域に振り分けしにくい患者様につきまして
は、内科にある特定の診察室を総合内科として使い、内科
系の医師が交代で診察させていただいています。

・日常の健康管理や初期の治療については、総合的なアド
バイスと診察を行うことができるかかりつけ医の受診をお願
いしておりますが、症状の原因の特定が困難であるとして
当院に紹介された場合などは、総合内科を含めた各診療科
が連携して対応いたします。

総務課・
医事情報
課
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　１階外来フロアの一角に看護師さんの様に、専門職のスタッフ
によるコンシェルジュの様な方を配置して下さると初めて外来に来
られた方々が診療科、検査科その他のご質問に応じて頂き、あり
がたいのではないかと思います。

　当院には総合案内・総合受付を配置しておりますので、分
からない場所などがございましたら、お気軽にお声掛け下さ
い。

総務課

3

　市立病院でも紹介状がなくても対応していけるように改善してほ
しいです。

　当院では、救急で搬送された場合などを除き、紹介状をお
持ちでない初診の患者様に初診時選定療養費のご負担を
お願いしております。
　これは、日常の健康管理や初期の治療はかかりつけ医
で、緊急の場合や高度な治療は大規模病院で行うという、
医療機関の役割分担をすすめるために設けられたもので
す。
　患者様にとっても、緊急もしくは重症な場合に適切な治療
をすぐに受けられるようになるほか、紹介状をお持ちいただ
くことによって、重複した診療を避けることができるなどのメ
リットがございますので、ご理解いただきますようお願いい
たします。

医事情報
課
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　後期高齢者なのですが、いくつかの病院に行っていますが、ど
の科に行っても多くて待たされています。市立病院としては、高齢
化社会への対処はどうお考えなのか知りたいです。

　当院では、紹介状をお持ちの患者様にご予約いただくこと
により、待ち時間の短縮に努めておりますが、診療内容や
救急の患者様の状況により、待ち時間が長くなる場合があ
ります。
　このようなとき、院内でゆっくり過ごしていただけるよう、テ
レビや図書コーナーを設置しているほか、診察状況などが
表示されるモニターを設置し、待ち時間の目安が把握でき
るようになっています。
　今後も、高齢者の方々を含め、多くの皆様が快適に過ご
せるように、医療体制を整えるとともに、機器や備品等の整
備を行ってまいります。

医事情報
課

5

（形成外科について）
・形成外科がある病院が少数しかない。 ・鹿児島県内に形成外科がある病院が少ないのは、鹿児島

大学病院の医局に形成外科がないことが理由であると思わ
れます。
　なお、当院では昭和60年に、県内の公立病院で初めて形
成外科を設置しております。
　医師は、主に東京女子医科大学から派遣され、診療を行
うほか、医師の育成にも力を入れ、当院で実績を積んだ医
師の中には、県内の他病院の形成外科医として勤務する者
もおります。

総務課

6

　駐車場の30分無料は早すぎます。駐車場から歩いて病室まで
行くのに時間が足りない。着替えを取り、体の調子を聞くだけで、
時間が足りないので改善してほしい。

　駐車料金につきましては、外来患者様や入退院の送迎家
族などは無料にしております。その他お見舞いの方などは、
３０分を超えた時間３０分ごとに１００円といたしております。
　今回のご意見につきましては、今後のご参考にさせていた
だきます。

総務課
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　駐車場は広くて停めやすい。この間、精算する場面で、高齢者
の事故があり、当院でも乗る前に精算できるシステムになると危
険度もなくなるのでは。

　駐車場の出庫の際に、特段混雑が生じていないことから、
現在のところ事前精算機を設置しておりません。皆様のご
意見や、他院の状況などを参考に、設置の可能性について
検討してまいります。

総務課

8

　外来駐車場の発券機（特に東側）で出入りの際、大きく左回りで
入らないと発券機の出し入れがしにくいので、場内の車用通行矢
印を再検討して頂けたらと思います。

　駐車場の発券機、精算機への幅寄せのしづらさについて
は、以前からご意見をいただき、昨年、入庫しやすい矢印表
示を追加しました。いただきましたご意見を参考に、今後と
も利用しやすい表示を検討してまいります。

総務課

9

　中央採血室（１Ｆ）横の点滴室のベッドの間隔が少し狭い感じが
しました。

　中央採血室のご利用につきましては、ご不便をお掛けし
申し訳なく存じます。ベッドにつきましては、幅の狭いタイプ
の変更や、台数のを減らすことも検討しましたが、患者様の
安全性と快適性を考慮し、病室と同じベッドを使用していま
す。また、点滴治療の必要な患者様が多いため、お待たせ
することのないよう６台で稼働しておりますので、ご理解下さ
い。

看護部

10

　図書コーナーの本を、入院患者や患者の付き添いの人が借りら
れるということを知りませんでした。子どもが２回目の入院をした
時に図書コーナーに分かったのですが、入院のパンフレットにも
記載してあったらいいなと思いました。

　図書コーナーの図書や雑誌の貸し出しに関する案内につ
きましては、入院のパンフレットへ掲載する方向で、検討し
てまいります。

医事情報
課

11

　病院入口にベビーカーが配置してあるので、小さな子供連れの
場合助かります。しかし、ブレーキがなく、構造的にも子供を乗せ
にくいので、他の商業用のベビーカーで使いやすいものがあった
ら導入を検討していただきたいです。

　ご意見のありましたベビーカーの導入につきましては、他
病院や商業施設等で利用されているものを参考に、今後、
検討させていただきたいと考えております。 総務課
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　男子トイレはどこの病院も不衛生です。小用される時、今立って
いる場所より一歩前に出てという表示はどうでしょうか。

　小便器の足下は、汚れや臭いが染み込みにくい御影石を
使用し、そこに立っていただくことで「一歩前へ」を促しており
ますが、表示等については今後検討させていただきたいと
考えております。
　なお、外来トイレは、毎日午前午後に各１回清掃を行って
いるほか、巡回も行い、トイレの清潔な環境づくりに努めて
おります。

総務課

13

　病棟が回廊、つまりナースステーションを中心に病室が配置さ
れているので方向感覚が慣れるまでに時間がかかり、自分の病
室に少し迷うことがありました。もし可能ならば、各フロアの病棟
内に「桜島側」「電車通り側」等と矢印と共に表示してあると入院
患者さんのみならず、家族やお見舞いの方にも分かりやすいの
ではないかと思います。

　病棟の案内につきましては、病棟各階のエレベーターホー
ルのフロアマップに南北の表示、部屋番号を表示しておりま
すが、いただきましたご意見を参考に、今後とも分かりやす
い案内表示に努めてまいりたいと考えております。 総務課

14

（鹿児島市立病院だよりについて）
・毎月発行されていますか。
・どのようなところに配付され待合室にも置かれているのでしょう
か。

・モニターになられた方には、この一年間送付されると病院のこと
が、分かることもあるのでは。

・年３回発行しています。
・県内の医療機関等約７００施設に配付しております。
なお、医療機関向けの広報誌のため、各待合室には置いて
おりませんが、図書コーナーに置いて、閲覧できるようにし
ております。

・病院だよりにつきましては、開催するモニター会議ごとに、
最新の病院だよりをお渡しすることとしております。

医事情報
課

15

（モニター会議資料について）
・病院モニター会議資料のところに、予定日とモニター資料の提
出日を入れてほしいです。
・返信用封筒は、10月に配付しては。

・次回会議の予定日や資料の提出日は、口頭でお知らせす
るほか、文書をお送りしております。
・返信用封筒は、各会議の前に配付いたします。

総務課
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　鹿大医歯学附属病院との連携協定が平成27年度であった事に
は驚きました。もっと以前より相互扶助が行なわれていたと思って
いました。理学療法士実習指定病院となっていますが、医歯学生
はどうなっているのですか。貴重な人材確保や県外流出抑止の
為にも、法的には分かりませんが、積極的に実習受け入れはでき
ないのかなと思います。

　鹿児島大学病院とは、これまでも各面から連携を図ってき
ました。平成２７年度の協定は、主に医療スタッフの人材確
保及び育成を目的とした連携をより円滑に推進し、鹿児島
都市圏の医療の質の向上を図るために、締結したもので
す。
　医学生等の実習につきましては、平成１６年度以前から、
鹿児島大学医学部などの大学から、毎年度、授業の一環と
して行っております。地域医療を担う人材育成は大きな課題
であることから、教育機関としての役割を十分認識し、積極
的に受け入れてまいりたいと考えております。

総務課

17

（ドクターヘリについて）
・どこからが、ヘリを使用される範囲になっているのでしょうか。

・毎年増加しているようですが、何基いるのでしょうか。

・出動後キャンセルも増加していますが、病院内で対応できたの
でしょうか。キャンセルした時には、お金を支払わなくてはならな
いでしょうか。

・このヘリを使用することで、人の命を助けることができるようにな
り良かったと思う。しかし、毎年増え続けることにより、運転手の人
員は負担が掛かるのでは

・鹿児島県ドクターヘリの運航範囲は、原則として、鹿児島
県本土、甑島、熊毛地域及び三島村になります。基地病院
である当院から概ね半径200㎞の範囲になります。

・平成30年度の出動件数は、1114件で、23年度の運航開始
以降、増加しています。当院を基地病院とする県ドクターヘ
リは１機ですが、これを補完するため、米盛病院に補完ヘリ
が配備されています。このほか県内には、県立大島病院の
奄美ドクターヘリがあります。

・　出動後キャンセルは、ヘリが現場に到着するまでに、救
急隊の救命処置で回復したり、近隣医療機関で対応が可能
となった場合など、様々なケースがあります。
　また、キャンセルの場合、医療費は発生しません。

・近年、ヘリの出動件数が増えておりますが、運航時間は、
８時３０分から日没までとなっているため、出動件数に限度
があることから、人員の負担が増え続けることはありませ
ん。

総務課
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　看護師さんによっては、患者さんに友達感覚で雑な話し方に
なっておられる方がいてとても気になりました。

　患者様への不適切な対応、言葉遣いによって、ご不快な
思いをさせてしまいましたことを深くお詫びいたします。
　現場での実践行動を日々振り返り、患者様を大切にして
いることが伝わる態度と言葉遣いで対応しているか、互いに
指摘し合える職場をつくってまいります。

看護部

19

（患者さんの食事残りの件について）
　せっかく栄養士さんが作ってくださった食事ですけど、残すという
ことはどうでしょうか。
　私の妻は、がんで入院していましたが、出された食事はすべて
食べないで私が外から買ってきて一口でも食事するようにしてい
ました。月日が経つにつれて残りが少なくなってきました。（残りは
私が食事するようにしていました）
　市立病院全体では、どの位の量なのでしょうか。又、患者さんに
食事する方法はないでしょうか。

　残食については、毎日残菜調査を実施しており、８月の病
院全体の平均は１食当たり約30㎏でした。1人1食当たりに
すると80ｇ程度です。
　入院中のお食事については、医師の指示に基づき栄養量
や形態を調整した治療食を提供しています。
　治療や薬などの影響で通常の食事が摂れない場合には、
管理栄養士が訪室し、食事の調整を行っており、食事量を
半分にしたハーフ食やあっさりした献立のシンプル食等の
提供や、主食の麺類やパンへ変更、果物や補助食品をお
付けする等、少しでも食べていただく工夫をしております。
　また、毎年行なっている嗜好調査や患者満足度調査を参
考にして献立の改善を行なっております。
　今後も、患者さんの一日も早い回復を願って、安全で美味
しい食事の提供に努めてまいります。

栄養管理
科


