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アンケート概要 １．

平成 28年 5月 16日に匝瑳市の住民基本台帳（日本人のみ）記載の 18歳以上の市民 2,000人を

無作為抽出してアンケートを発送した。回答期間は 3週間とし、投函締切を平成 28年 6月 10日と

した。 

7月 7日現在、784人より回答があった。（回収率 39.2％） 

 

アンケート集計結果 ２．

あなたご自身のことについてお尋ねします。 （１） 

１）あなたの性別をお聞かせください。［問 1］ 

「女性」55.6%、「男性」44.0%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）あなたの年齢をお聞かせください。[問 2] 

「６０～６９歳」が 27.9%と最も多く、続いて「７０歳以上」20.4%、「５０～５９歳」18.9%、

「３０～３９歳」12.5%、「４０～４９歳」12.2%、「１８～２９歳」7.9%となっている。 
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３）あなたのお住まいの地区名をお聞かせください。[問 3] 

「中央」16.6%と最も多く、続いて「椿海」11.1%、「平和」10.8%、「野田」10.8%、「豊栄」10.7%、

「須賀」8.4%、「匝瑳」8.3%、「栄」7.0%、「共興」5.6%、「豊和」5.0%、「吉田」2.8%、「飯高」

2.6%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の国保匝瑳市民病院の経営形態及び財政支援について、あなたのお考（２） 

えをお尋ねします。 

１）国保匝瑳市民病院を引き続き運営していくにあたり、どのような経営形態が望ま
しいと思いますか。あなたの考えに近いものを次の項目の中から 1つ選んでくだ
さい。[問 4] 

「市民病院としての役割が果たせるのであれば、運営の形態にはこだわらない。」51.5%が最

も多く、続いて「経営の効率化が進むよう、運営を民間に委託（公設民営）することが望まし

い。」23.5%、「これまでどおり、市が責任を持って直接運営(公設公営)することが望ましい。」

14.3%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国保匝瑳市民病院 新改革プラン及び建替整備基本構想・基本計画策定支援業務委託  
 

‐4‐ 

２）国保匝瑳市民病院が公的医療を担っていくための市の補助について、あなたの考

えに近いものを 1 つ選んでください。[問 5] 

「現在の医療サービスを維持するためには、市の補助はやむを得ない。」45.8%が最も多く、

続いて「市民が求める医療を充実するためには、市の補助を増やすことも必要である。」33.2%、

「わからない」11.1%、となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保匝瑳市民病院及びその他の病院について、あなたの利用経験などをお尋ねし（３） 

ます。 

１）あなたは、最近５年間で国保匝瑳市民病院を利用（入院又は通院）したことがあ
りますか（健康診断・人間ドックの利用を含みます）。[問 6] 

「利用したことがある」54.2%、「利用したことがない」45.3%となっている。 
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２）問 6で「利用したことがある」と回答した方に対して、受診診療科はどちらでし

たか（複数回答）。[問 7] 

診療では、「内科」42.6%が最も多く、続いて「外科・消化器科」33.9%、「整形外科」27.1%、

「耳鼻咽喉科」20.2%、「皮膚科」17.2%、「眼科」12.9%となっている。健診・検診では、「健康

診断」16.0%、「人間ドック」5.2%である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）問 6で「利用したことがある」と回答した方に対して、国保匝瑳市民病院を選ん
だ理由（複数回答）は何ですか。[問 8] 

「自宅や勤務先から近いから」46.4%と最も多く、続いて「希望の診療科があるから」36.7%、

「他の医療機関から紹介されたから」15.8%、「専門的な医療が受けられるから」15.1%、「かか

りつけだから」14.6%、「医師や看護師などの病院職員の対応が良いから」12.9%、「交通の便が

良いから」12.9%、「駐車場があるから」12.7%、「職場などから指定されたから（健康診断等）」

11.3%となっている。 
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４）問 6で「利用したことがない」と回答した方に対して、国保匝瑳市民病院を利用

しない理由（複数回答）は何ですか。[問 9] 

「かかりつけの医療機関があるから」63.4%が最も多く、続いて「希望の診療科がないから」

23.7%、「専門的な医療が受けられないから」18.9%、「信頼できる医師や看護師がいないから」

12.4%、「医療機器が充実していないから」12.1%、「夜間や休日の緊急対応が悪いから」11.3%、

「施設や設備が悪いから」11.3%、「受付時間が短く、利用できないから」11.3%、「医療の水準

が低いから」10.4%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）あなたが一番利用する医療機関はどこですか。1つ選んでください。[問 10] 

「その他の病院・個人医院・診療所」49.2%が最も多く、続いて「匝瑳市民病院」19.6%、「旭

中央病院」18.5%となっている。 
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６）あなたは、病院を選ぶとき、どのような点を重視しますか（3つ以内を選択）。[問

11] 

「医療設備が整っている」43.2%が最も多く、続いて「患者に対してよく説明してくれる」40.9%、

「自宅や勤務先から近い」37.8%、「医療スタッフの対応が良い」36.7%、「医療スタッフの評判

が良い」22.3%、「待ち時間が短い」19.3%、「診療科がたくさんある」17.3%、「医療スタッフが

そろっている」15.1%となっている。 
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現在の国保匝瑳市民病院が行っている医療・患者サービスについて、あなたのお（４） 

考えをお尋ねします。 

１）国保匝瑳市民病院が行っている医療について評価してください。[問 12] 

「そう思う+ややそう思う」と回答した割合の高い順は、「地域で中心的な役割を果たしてい

る」41.9％、続いて「個人医院・診療所では対応が難しい高度・専門的な医療を行っている」

40.2％、「医療機器などの設備が整っている」33.9％、「医療スタッフの質が高く安心できる」

28.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）国保匝瑳市民病院が行っている患者サービスについて評価してください。[問 13] 

「そう思う+ややそう思う」と回答した割合の高い順は、「患者に対してよく説明してくれる」

38.4％、続いて「医療スタッフが親切でサービスが行き届いている」31.9％、「待ち時間が少な

い」24.3％、「医療スタッフの人数が充実していて手厚いサービスが受けられる」18.6％、「施

設が清潔である」17.5％となっている。 
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整備後の国保匝瑳市民病院に望むことについてお尋ねします。 （５） 

１）あなたは、新病院では、どのような医療サービスを充実して欲しいとお考えです
か（複数回答）。 

「２４時間対応の救急医療体制」69.6%が最も多く、続いて「小児医療や小児救急」40.4%、

「高度医療や特殊医療を行う専門医療」39.9%、「高齢者総合診療科等による高齢者医療」39.0%、

「気軽に相談できる窓口」36.9%、「人間ドック等の検診施設」35.5%、「がんなどの終末期にあ

る患者の緩和ケア」30.9%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他への回答内容 

1 化学療法(外来と入院での治療体制） 

2 内科、外科、小児の夕方（15時～19時受付）の外来診療 

3 いろんな科がほしい 

4 市民への人間ドックサービスなど 

5 総合診療科、これからは必要だと思います。 

6 中央よりに建設してほしい 

7 科と医師の充実と必要な治療が必要な時に受けられる設備、環境 
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その他への回答内容 

8 市民の税金が適切な分で適切に使ってほしい 

9 
1～14すべて揃って病院、国保匝瑳市民病院といえるのではありませんか？反対にどの医療サービ

スが必要ではないのですか？ 

10 旭中央並みの会計、受付処理、コンピュータシステムを導入し、待ち時間を減らしてほしい。 

11 常に医師がいる様にしていただきたい。（例、月～金までとか） 

12 認知症専門外来の充実 

13 産婦人科が少なくなっている 

14 旭中央病院と個人医院の中間的病院 

15 婦人科の充実 

16 医療機器の充実 

17 頼れる身近な病院であってほしい。 

18 14項目全部叶えられる病院を望みます。 

19 心療内科、神経内科、心の疲労 

20 内科の予約の待ち時間が長い 

21 総合診療科目の充実から専門医療へと繋がればと思います。 

22 どれも充実させてほしい事です 

23 清潔さ 

24 開業医とは違った質の高い医療 

25 午後の診療を増やしてほしい 

26 かかりつけ医院とのつながり 

27 受付、薬局職員の対応の仕方 

28 九十九里病院や旭中央で出来る事以外で、地域の人が利用するのに良いレベルのサービス 

29 問4で記入。逆に我々に示すべきです。何を目的とするのか？ 

30 他の医療機関との患者情報の共有 

31 月～金まで休診の科がない事 

32 待ち時間を少なくしてほしい 

33 つまり総合病院としてのスタッフと機能を有すること 

34 他の医療機関との連携 

35 薬の量を減らして下さい 

36 八日市場駅から遠くない場所にある事 

37 病院全体を明るくしてほしい。暗くて行きづらい。 

38 国保市民への検診優遇 

39 現在は科によっては週に1度しかない診察日を2回あるいは3回くらいに増やしてほしい。 
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２）あなたは、新病院の施設や設備面について、どのような病院として欲しいとお考

えですか（複数回答）。[問 15] 

「患者の安全に配慮した人に優しい施設」63.9%が最も多く、続いて「検査結果や治療内容に

ついてわかりやすく説明が受けられる情報システム」58.4%、「自動再来受付機や、診察・薬・

会計などの待ち時間を表示する待ち時間対策システム」58.2%、「患者のプライバシーに配慮し

た施設」38.3%、「売店やレストランなど利便施設の充実」31.4%、「待合室や診察室の拡張」30.0%

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他への回答内容 

1 待合室の拡張、待ち時間が長くてもゆったりできるように。 

2 4・6 これは外部でも出来るのでは？ 

3 防犯対策の強化、充実 

4 外観や機能だけではなく患者の気持ちを本当に考えてくれるスタッフ 

5 設備とともに医療スタッフの充実を 

6 カフェ、24時間対応の売店 

7 市の財政に見合った考えが必要 

8 
1～9すべてだと思います。施設、設備面、何一つかけていても市民の喜び、信頼は得られるとは思

いません。 

9 雑草が生い茂っていないようにしてほしい。 

10 曜日指定の診察ではなく月～金、毎日診察可能にして欲しい。 
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その他への回答内容 

11 スタッフが親切、丁寧な対応。 

12 診療科目を増やしてほしい 

13 銀行ATMの設置 

14 安心して入院できる病室設備やサービス 

15 
案内板等がわかりやすく、かつ見易い施設にして下さい。最近の建物はデザイン重視でわかりにく

い表示が多いので。 

16 診療科の充実 

17 外来を中心とした近隣病院と競合しない施設。 

18 子供が飽きずに待てる待合室 

19 
病院には自動の受付機や精算機がある。高齢化がすすむ一方、機械の台数を増やすだけでなく、案

内などの人材を適所に配置することが必要である。 

20 銀行や郵便局、多種対応のATM 

21 施設や設備も重要だが安心して利用出来る病院 

22 大規模災害時に対応できる施設 

23 
院内配置を分りやすく。医師等のスタッフの意見を聞き、市職員等の判断で安易に施設・設備等の

修正・取下しないこと。→医師等を引きつける病院に。 

24 トイレがきれいなこと。 

25 自動会計システム 

26 明るく気軽に行けるような市民のための病院づくり（金をかけた立派な病院はいらない） 

27 病気が治るという安心と信頼があれば多くを望まない 

28 私はいびきが激しいので、病室の個別化（個室ではない） 

29 大災害時の身体弱者の一時的避難施設になる様な場所。 

30 駅から近い交通の便が良いところ 

31 
多くの人が集う各科の待合室は人の息が臭う。特に冬、内科で風邪をひいて咳をする人がいると空

気清浄などの設備があるとうれしい。病院に行って悪い菌をもらいそうで不安。 

32 明るい病院であって欲しい 

33 患者/家族の動線を配慮した設計、バリアフリーの病院 

34 コンビニ等 
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３）国保匝瑳市民病院に対するご意見・ご要望等を、ご自由にお書きください。[問

16] 

 

１ 診療科・医師確保・人材確保 

№ 回答内容 

1 診療科目を増やしてほしい。曜日別ではなく。 

2 医師の充実、専門医がいた方がよい。新病院に期待したい！！ 

3 この科はないので他の病院へ、ということでは患者が来院しても、むだになってしまう。 

4 科を増やして頂けると良いと思います。 

5 匝瑳市は超高齢社会ですが、小児科医師の確保。外来診療再開できるようお願いします。 

6 在宅での療養、外来リハビリ通院困難者に対する訪問リハビリの充実をお願いします。 

7 受診できる科・曜日が限られていて、予定を合わすことが出来ず、他院に行くことになった。毎日

受診可能になって欲しい。 

8 私は今まで市民病院で医療を受けようと思ったことはありませんでした。大きな病気もケガもなく

過ごしてこられたからだと思います。風邪ぐらいでは、病院にはいきません。特に、この病気につ

いては、この先生でなければという専門の医師がいることを望みます。 

9 大変な事だとは思いますが、地域の活性化につながるような小児科、産婦人科などの施設は是非整

えてほしいと思います。 

10 少ないスタッフでの対応である現状ですが、医師ともども確実な診断のできる方の確保を望む。 

11 市民が安心してかかれる病院であって欲しい。診療科目の充実。医療スタッフの充実。緊急時対応

の充実等。 

12 医療スタッフの充実と医療機器の更新、診療科目を充実させる事 

13 医師の充実を願います。 

14 科によっては、午前や午後のみとなっているので診察時間を拡大してほしい。（今、定期的に耳鼻

咽喉科にかかっているが、午後のみなので仕事を休まなければいけない。） 

15 スポーツ外来の設置、ガンに対しての検査、治療、ケアの充実、脳外科の充実 

16 総合の先生がいた方がいいと思う。患者は色々な面で不安を持っている事があるので、わかるよう

に説明した方がいいと思う。 

17 小児科が受診出来るようにして欲しいです。 

耳鼻科、皮膚科が毎日（月～金）午前も午後も診てもらえるとありがたいです。 

18 全ての診療科を午前のみではなく、午後の部もつくって欲しい！！（個人病院のように）午前だけ

だと利用出来ない事が多い。 

19 産婦人科、人間ドック等増やしていただきたい。 

20 何とか患者が市民病院へと来てくれる様専門的な医療。問 12 の④ 

21 産婦人科、小児科を再開してもらいたいです。（旭中央病院や開業医等、とても混んでいる為） 

現在ある診療科についても毎日診察してもらいたい。土曜日の診察もしてほしい。 
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22 医師の人数に地域差があり、匝瑳市のような地方病院は今後も医師不足が予測されます。そこで新

市民病院についての不安があります。今後医師不足が予測されるなか、勤務医が増えるのか？大学

病院からの派遣医師は受けられるのか？医師がいない事には患者も集まらない。診察待ち時間も増

える。医師が集まらない事から診療科を閉鎖している現状のなか、受診患者は増えるのか？患者が

集まらない事には収益にもつながらない。医師が少ないままでは一人の医師の負担が多く、最終的

には退職となる可能性を否定できないと思います。医師がいない事には充実した設備を利用した診

察ができないと思います。そして、医師を確保する為には設備投資もとても重要であると思います

が、確実に医師が確保できないのなら無意味になってしまうとも思います。また、市の補助が増え

る事が、今後あったのなら採算の合わない病院を新しくする事で、私たちの負担が増える事はとて

も心配で不安です。一番むずかしいと思いますが、まずは医師の確保からなのではないかと私は思

います。 

23 総合病院なので医師をそろえていただき、安心してかかれる様にしてほしいと思います。 

24 ①総合病院としてすべての科の充実を図る 

②医師不足解消を図る 

25 総合病院として一応各科をそろえてほしい。せめて週 3 日位でも良いので。 

26 子供が小さいので小児科があるといいと思います。 

産婦人科があるといいです。 

27 子供を産み育てると考えた時、今の病院では診療科なし、夜間の対応も無理ではとても残念です。

年をとり、色んな病気になりはじめてきたのに一番近くの総合病院にかかろうと思えないなんて今

病院としての意味はあるのか？だからかかりつけをもち、旭中央病院にみんな行っている。匝瑳市

に病院があるのだから市民が安心できるよう、お金がかかろうとも先生をよび充実させて下さい！

期待しています。 

28 婦人科を作ってほしい。匝瑳市には 2 ヶ所だけの婦人科では年をとって隣町の病院に行くのは無理

が有ります。又、近くに有れば「がん」検診も受ける事が出来ます。乳がんをやって婦人科の検診

も受ける様（年 1 回）先生に言われているが行けず困っています。よろしくお願い致します。 

29 週 1 回の診療科がすぐ休診になる為、受診できない事が多いので改善してほしい。（例）ヒフ科等 

30 総合病院でドクターの充実化をお願いしたいと思います。 

31 診察する曜日は毎日（土日以外）する事を望みます 

32 常勤の医師が少なく、診療科の休みがわかりにくいので旭中央病院などに行く事が多いので、安心

して相談の出来る医師やスタッフのいる市民の利用出来る病院であってほしい。 

33 匝瑳市は産婦人科病院が少なく、出産ができる病院も少ないので、これを機に産婦人科を匝瑳市民

病院につくってほしいです。 

34 医療スタッフの充実をお願いします 

35 また、専門医がいつでも病院にいた方が便利で安心できる。皮膚科が少ないので皮膚科の先生が常

に居ると助かる。 

36 産婦人科（婦人科）を早急につくって下さい。 

37 隣の旭中央病院 etc は市民の受け入れ可となっています。匝瑳市民の人を受け入れられる病院とし

て体制を整えて欲しいです。小児科が欲しいです。耳鼻科・眼科・皮膚科・泌尿器科も毎日診療し



国保匝瑳市民病院 新改革プラン及び建替整備基本構想・基本計画策定支援業務委託  
 

‐15‐ 

て欲しいです。市民の人が、市民病院があるから安心と思えるような病院を作って欲しいと思いま

す。（その為に補助を増やす事は理解出来ます）緩和ケア・療養病床も考えて欲しいと思います。 

38 人材を多く確保してもらいたいです。 

39 子供を産める病院が減っているので対応お願いしたい。少子化対策ならばまずは産科の充実をはか

るべきと思います！！ 

40 隣市の旭中央のように市民を中心とした運営をしてほしい。 

耳鼻科、眼科（アレルギー科）、ヒフ科など、常用通院が必要な確率の高い医療に力を入れてほし

い。→手術対応なども含む。 

41 市民が安心して生活できる、頼れる病院 

小児科・産婦人科等を増設して診療科目の充実を図られたい。 

定期受診している患者の急変にあたっては、時間外においても対応していただける体制を希望す

る。 

42 施設整備も良いと思いますが、診療科目等増やしてほしい。旭中央のように、若い医師・看護師が

事務的な対応になる事はイヤです。患者は体調悪く医者へ行くのですから、医療の現状をもっと良

くしていただき、安心できる市民病院にしていただきたいと思います。 

43 常勤の医者を増やし、各科が毎日診療できるようにしていただきたいです。 

44 私にとっては、市民病院は、車ですぐの所でいいのですが？どうしても、お年寄達の病院と言うイ

メージです。旭中央病院の用に、苦しい時に、良い先生がいると言う安心感がありません。どうか

お願いです。これからの市民病院のためにも高度なスタッフがいてくれると、とても安心します。

午後からの診療もしてほしいです。名ばかりの病院では、とても残念です。これからを私は、見つ

づけて行きたいです。 

45 内科と整形外科以外は、決められた曜日しか受診できません。それが、とても不便です。眼科など

も、OP は外の病院の紹介です。核家族化で、遠くへ行けない年寄は、どうしたらいいのでしょう

か。良い総合病院がないのは、不幸です。 

46 診療科を増やしてほしいです。 

47 受診診療科の常設（週に 1 度しかない科がある）。産婦人科も欲しい（以前はあった） 

48 匝瑳市に住んで、子育てが出来る様に、婦人科、産科、小児科の充実を求めます。多くの科は無理

でも、高齢者も増加する事を考えたら、市民病院なら安心と思う病院にして欲しいです。 

49 鈴木医院がお産をやらなくなってしまった今、地域に分娩まで出来る所が少なすぎる。市民病院に

産婦人科を！付き添いで旭中央まで通うのはつらい。 

50 診療科が充実し、平日は通常診療を行う事。（現在週 1.2 回では対応しきれていない） 

51 診療科、医療機器、設備等を整えて信頼、安心の出来る病院が望ましい 

52 診療科の増設を希望しています。 

53 ドクターショッピングにならないように…総合診療科があってほしい 

54 市民にマッチした施設環境、小児医療と婦人科を 

55 子供がいるので小児医療、小児救急は国保匝瑳市病院にあれば…と思います。より身近にそういっ

た医療サービスのある病院があれば安心できるので。 
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56 医師の数が少なく、他から派遣されていると聞きます。それでは、患者に対してずっと継続して診

る事が出来ず、長期通っている患者は不安になったり、安心して診てもらう事が出来ないと思いま

す。また、科によっては週 1 回しか診療する日がないので、それでは行きたくてもなかなか行けな

いと思います。 

57 先生を増やしてほしい 

58 小児の医療に充実を希望する。この科だけは他にひけを取らないという医師の確保をしてほしい。 

59 受診診療は毎日にしてもらいたい。（科によって休みがあるので！） 

60 診療科目を充実するより専門科目の充実を希望します。 

61 診療科（Ex.耳鼻科、皮膚科など）の診察曜日時間が分かりづらい。（診察する際、いちいち TEL

にて確認が必要） 

62 ○○だったら匝瑳市民病院がいいというようなことをアピールする科がない。もっと目玉になるよ

うなことをアピールしていったほうがいいと思う。 

63 各科をいつでも受診できる様に先生方を増員してほしい。 

64 遠くの病院に行かなくても済む様、一般的に多い病気の科を重点的充実させて小さくとも信頼出来

る病院にしてほしい。 

65 診療科がいつでも受けられるのがよい。週一回では残念。 

66 医師を増やして、診療科を増やしてほしい 

67 科によっては午前のみとか午後のみとかですので不便です。大きな血液検査となると旭中央にまわ

されてしまうので、紹介状を書いてもらい旭に行って旭に通うようになってしまう。旭中央の近代

的なシステムに慣れると市民病院が古くさい感じにみえてしまう。 

68 私は市外から匝瑳市に移り住んで来ました。正直、匝瑳市民病院に対する認識度が少なかったです。

近隣の大きな病院に行く事が多かったです。しかしここ近年、大きな病院では旭市在住以外の方に

は紹介状がないとかかれない科も増えて来ています。そこで個人病院へ通院する人も増えて来てい

ます。匝瑳市民病院には個人病院がなかなかない科、例えば皮フ科、アレルギー科等きちんと曜日

でやっている日、やっていない日があるのではなく常設していて欲しいです。市民の私は安全で安

心して医療が受けられる病院になって欲しいです。 

69 とにかく診察可能の科を増やして欲しい。小児科、産婦人科などは欲しいです。 

70 診療科や診療日を増やして欲しいです。 

71 眼科、皮フ科、耳鼻科などの特殊な科も毎日あけてほしい。 

小児科を開設してほしい。 

予防接種（親子ともに）をできるようにしてほしい。 

市の健診や精密検査が受けられるようにしてほしい。 

 

２ 救急対応 

№ 回答内容 

72 救急医療体制の充実。 

73 特に夜など緊急対応してくれるスタッフがいれば有り難いです。 

74 突発性の救急患者に対応できる病院になってほしい。以前子供の肘がぬけてしまって、子供が痛が
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っているのに、担当医がいない為、旭中央病院に行ってくださいと言われて混乱してしまったこと

があった。 

75 緊急の医療対応ができるようにしてほしい 

76 夜間、休日の救急の対応強化 

77 夜間や休日診療を充実（市内に病院があるのに旭中央まで行かなくて済む様にして欲しい） 

78 夜間対応を考えてほしい。他病院に紹介する事が多い。対応に夜間担当医が不在等で診察出来ない

等、多い為どうしても他病院に行くことが多い。 

79 先日、家族の 1 人の具合が悪くなり、救急車を呼んだが病人が救急車に乗り一時間以上もたつのに、

どこも受け入れる所が無く、仕方なく自家用車で旭中央病院の救急外来に運びみてもらった。救急

外来の受け入れが可能なようにしてもらいたい。 

80 救急車を受け入れられるように（24 時間）病院の充実化！！ 

81 近くにあるのになぜか遠い感じがします。やはり、困った時（特に夜間）に頼りになる病院が望ま

しいです。24 時間の救急が自分の市にもほしいのが本音です。 

82 以前、腹痛で夜中に救急に電話した所、断られてしまいました。匝瑳市に住んでいるのにこれでは

と思いました。もう少し 24 時間対応できる体制をとっていただけるとよいかと思います。 

83 救急棟がないと困ります！かかりつけの診察時間外の時は救急に行かないと対応出来ません！ 

84 救急外来を行ってほしいです。（小児救急対応） 

85 まずは救急医療体制を整えて欲しい。スタッフの対応は概ね良好だと思う。 

86 昔は、救急でお願いしてもすぐ診療してもらいましたが、今はほとんどが断られてしまうそうです。

それでは市民のための病院とは言えません。 

87 深夜の救急医療体制の充実は特にお願いしたい 

88 24 時間いつでもかかれる病院がほしいです。 

89 現在、時間外だと医師がいない事が多く旭中央病院に行かなくてはなりません。これをどうにかし

てください。 

90 救急体制を整えてほしい。 

 

３ 現病院への要望等 

№ 回答内容 

91 事務職や薬剤師など民間職を使うように 

92 患者さんの立場になり心あるケアを望みます。匝瑳市民病院は安心して治療を受ける事ができると

市民から言われるようになってほしいです。 

93 土・日・祭日他が休みなので、かかれない。母の付き添いで行きますが、ほとんど老人ばかりです。

→年中無休であってほしい！せめて、土日だけでも開院して欲しいです。 

94 病院専用の送迎バス廃止(経費削減、循環バスが充実していることを考えると) 

95 夕方の外来診療受付(15 時～19 時)が、内科、外科、小児等であると夕方からの体調変化や家族帰

宅後の受診が受けやすく、旭中央病院の救急受診での長時間待ちによる状態悪化の誘因が回避でき

るのではと考えますので検討をお願いします。 

96 整形外科が休みなんて病院じゃ困る人がたくさんいます。エムアールアイがあっても取る医師がい
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ないと断られました。 

97 入院患者の早期リハビリと院内のデイサービスはすばらしいと思う。入院患者だけでなく通院して

いる患者にも広げられないだろうか。 

98 診察時間の延長 

99 病院が 45 年も経過しても効率化が進んでいない事は経営を市に依存しているからと思う。匝瑳市

が病院施設や医療設備を所有、充実させて病院をテナント化にする、そして患者が医者を選んで診

療を受ける様にする。入院患者に対しては、当番制により回診する。24 時間対応の救急医療体制も

行う。 

100 月～金まで各科は常に医師がいる科で対応して頂きたいと思います。又総合病院に移行して市の病

院で市の患者さんを対応出来る様な病院の見直しをして下さる事を望んでおります。市民を守る市

の病院と言うイメージを早くつくって下さる事を希望致しています。 

101 人間ドックをしてみたいと思っても、実際どういう検査をするのか、どれくらいの時間がかかるの

か、など気になることがあるので、そういう患者さんなどの不安なことを解消できるようにしてほ

しいです。 

102 場所が悪く行きづらい。何年も行っていないので良く分からないが診察できる科が少ないのでかか

ろうと思えず、医師がかわるのもあまり好ましくないと思う。看護師の中には士気や向上心がない

人もいるようなので、世話になりたくない。公務員感覚をなくしてケアにあたってほしいと思う。 

103 医師の診断書がないとかかれないとのことがないよう医師の充実化を希望。たよりにしています。 

104 今の医者のレベルが低すぎる。絶対に受診しようとは思わない。 

施設よりも医者の充実を望む。急病などでも安心してかかれる病院であってほしい。市民が安心し

て住めるように、早急に市民病院の改善をお願いしたい。 

105 病院へ行く旧道からの入口が狭くわかりづらい。 

106 基本的に市民病院に行くことが少ないので何とも言えない所ですが、年配者が増えているのでより

年配の方に優しい施設、サービスを開拓してほしいと思います。（今もして下さっている事にも感

謝しています。） 

107 会計などの待ち時間を短くなるように！ 

108 待ち時間を少なく。 

109 以前読売新聞で見たのですが、館山の方の公立病院が赤字で困っていた時、僻地医療に貢献してく

れる独協医科大学にお願いしたところ、院長から医者をまかせる対策をとって、うまく経営が軌道

にのった記事が載っていました。市民病院も参考にしていただいたらどうですか。 

110 施設・設備の充実も必要だが、医療施設は医療が最重要です。施設が古くても、料理等内容の良い

店は繁栄します。サービスが重要だと思います。 

111 かなり前に受診したので記憶が確かではないかもしれないが、初診で受診すると毎日予約の人がい

るのか、最後の方の診療になるので待たされるというイメージがある。（内科）予約専用の曜日が

あるといいと思う。家から一番近い大きな病院なのでサービスが改善されれば利用したいとは思

う。 

112 建物も古いですし、先生が少ない感じが致します。老人が多い時、わかりやすい病院案内表示。外

も見える。せっかく山の手なのでグリーンが見えて場所的には良いと思うのですが。 
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113 安心して行ける病院。安は安全・安らか・安心。心は真心・安心・心のこもった対応。 

114 院内での内科・外科等働いている方の横のつながりがほしい。※たとえば内科に入院、外科にて

OP。その際のデータをまた外科にて一から検査するのではなく、外・内の Dr がそれぞれ手術に対

しての思惑をいろいろ相談する。（高齢者には、最初からの検査はひどいものがある様子） 

115 患者や家族との意見交換により、事情に応じた、個別対応など、きめ細やかな診療体制があるとあ

りがたい 

116 交通事故、被害者のための相談窓口 

117 会計・診療の際にフルネームで名前を呼ばれることに抵抗があります。（プライバシーの面） 

118 すぐれた医者、最新の機械を入れる。外面はかまわなくても良い。 

119 医療安全や患者サービス、そして信頼できる医師と看護師、及びコメディカルを適切に配置し、地

域医療を担っていくという意識改善が必須と考えています。少々、建物が古いとか、設備が…など

不満はあっても、上記が満たされていれば、自然と患者はついてくるはずです。なぜ、市民なのに、

旭へ流れてしまうのか？そこを今一度考え直し、充実をはかるべきです。看護職教育も同じです。 

120 地区の代表的医療機関として、独自性、専門性等の特色ある医療体制を確立し、市民に安心・安全

される中核的役割を担って欲しい。 

121 経営（病院）は大変だと思いますが、安心・安全患者第一主義を経営基本とすれば、多くの患者さ

んに信頼される事により、安定的経営に繋がると思いますが。 

122 病院は薬ばかり出すだけでなく薬を利用しなくても済むように指導してほしい（リハビリも） 

123 市民病院バスを利用しているので続けてほしい 

124 利用した事が無い為、病院の実状はわからない。しかし、匝瑳市の中核を担う病院であって欲しい

と思う。その為の設備、サービス、スタッフの教育等を行って欲しい。 

125 より身近な場所にするのに診察時間、診療科、サービスなどこの病院はこのような病院ですという

説明を折込などでまず利用者に知ってもらう事がいいのではないかと思います。 

126 受診当日に予約なしで受けられる検査項目を充実させてほしい。検査を予約するためだけに平日受

診しなければならないのは労働者には不便。 

127 今のままでは利用者は減ります。旭中央のようによりよい医療サービスを追求して下さい。 

128 設備も大事ですが、スタッフの充実もそれ以上に大事です。もしスタッフが不足という事であれば

病棟、外来等も縮小は仕方ないように思います。 

129 薬の量を減らして。リハビリの設備を増やしてもらいたい。 

130 科によって受付の仕方が違うのはおかしい。紙の診察券もよくわからない。病院内で統一した対応

が必要。 

131 不調かなと感じた時に市民病院で診てもらおう、診断してもらおうと当たり前にそう思い浮かぶ病

院であってほしい。 

 

４ 施設・設備の改善 

№ 回答内容 

132 血管が細いので、血管にかざすと見える医療道具があってほしい 
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133 病院が古くてせまい（病室がせまい。ドアがスライドでない） 

設備が悪い（配置が悪い。病室に手洗い洗面台がない） 

浴室の換気が悪い 

全体の空調設備 

手術の時の家族の待機場所が確立されていない 

手術・検査説明をする場所の確保個室が少ない。 

病室の充実（トイレ、洗面、ソファ、シャワー室等） 

134 駐車場の車いす対応のスペースは助かります。→同上 

135 先日、雨の日に母の受診日で参りました時に、一般の駐車場が満車で、大変苦労致しました。→一

般の駐車場だけでも、もう少し増やせると良いと思います。 

136 売店→入院時に必要な品など購入するように言われましたが、時間が合わずに苦労しました。→コ

ンビニを希望します。左記の品も特設コーナーで対応して頂けたらと思います。 

137 食堂→安価でありながらもおいしく、細かな心遣いもあり、助かりました。→継続を希望します。 

138 廊下が暗いので明るくしてほしい 

139 入院居室の設備（各室）テレビ、冷蔵庫等。 

医療設備の充実 

自動再来受付機や、診察・薬・会計などの待ち時間を表示する待ち時間対策システムは絶対必要 

140 外壁の色が病院として相応しくない 

141 診療科（週に何日かしかやってないので）日数を増やしてほしい。内科、外科以外。母の話ですが

大腸の検査した時、中でニフレックを飲んでトイレが外来の待ち合室の廊下を通って行っていて、

とても嫌だったと。（何度もトイレへ行くので）だから、検査の為の飲む近くにトイレがあるとい

い。診察券がプラスチックのカードと診察する科の紙のカードがあり、一枚に統一して欲しい。千

葉医大や旭中央のように。 

142 とにかく建物が古すぎる。暗い。 

143 出来る限りの先進医療機器の導入 

144 喫煙所の設置！ 

145 待合室は患者や家族がくつろげる空間にすべきだと思う。待合室が居心地の良い場所であれば、病

院に対するイメージも上がる。病院という場所は緊張しやすい場であるからこそ、いかに患者をリ

ラックスさせられるかが重要だと思う。例えば、落ちついた音楽を流す、壁を白にする、植物を設

置する、等。また、子供は病院の待ち時間に飽きてしまうと思うので、子供用の絵本やおもちゃ、

ぬいぐるみなど子供が飽きないような工夫をすべきだと感じる。 

146 外科、消化器科の混雑時、待合いすに座れず立ち待ちや他の場所への移動があるので総合受付ホー

ルのいすの一部でも外科、消化器科の待合補助いすとしていただければいいかなと思います。 

147 待合室に光をとり入れてほしい。（待合室が暗い感じなので。） 

駐車場をきれいにしてほしい。 

148 内科の診察室の外（中待ち合い室？）で待っていると診察室の会話も隣りの診察室の会話もよく聞

こえてきます。プライバシーへの配慮をお願いしたいです。 

149 病院がとても薄暗く、雨もりをしているのでしょうか、介護用のシーツの様なものが天井に貼って
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ありました。やはり薄暗かったりすると、清潔感という点で疑問を持ちます。（家族の意見です） 

150 このようなアンケートでは、トイレなどのことが問題にないことが多い。とにかく、どんな病院（大

きくても小さくても）トイレが明るくきれいな所は勤務している人もきちんとしている。今の国保

には具合が悪くても行こうと思うことはないです。新しくするなら、トイレもきれいで使いやすい

場所にしてもらいたいです。市外からの勤務者を増やしてもらいたい。 

151 病院内は暗いイメージがあるのでもっと光や緑を取り入れ気分が爽快になるような工夫をしてほ

しいと思います。 

152 今のカードの使い方もおかしい。キャシュコーナーもない病院も変。 

153 入院病棟がくさい。 

154 診察を受けている時は他の人に聞かれないようにすることがよいと思います。 

155 旭中央病院のように次の患者さんに診察の内容を聞こえにくいような診察室がいいです。（壁とド

ア）市民病院はカーテンだけで次の患者さんが 2～3 人待っているので、先生に具合を全部話せな

い事があります。 

156 大腸検査の際に近くに専用のトイレがあるとよいと思います 

157 土日祝日もやっている売店は必要。他病院にもあるようにコンビニが入るとか、いつでも必要な物

がそろえられないのは不便。 

158 胃腸外科の待合室の拡充を希望します。 

 

５ 建設場所 

№ 回答内容 

159 今後のことも考え、建替え場所をもっと便利な所にすると今より患者数も増え、より一層経営の面、

医師、スタッフの皆さんも働き易いと思います。又、今年できた公園は必要だったのでしょうか？

外見より耐震化で強いものを希望します。患者にとって通院し易い場所（便利な所）を一番に希望

します。 

160 建て替え場所を国道 126 号、国道 296 号の間にする事で、他市からの交通の便が良いと思う。（飯

倉駅から徒歩で利用できる範囲とか） 

161 障害者なので市内循環バスを利用しています。もっと病院が近いとよいのですが・・・。 

162 建て替え場所としては、現在の場所で良いと思う。移転の話しもあるが、移転によって患者の数が

増すわけではない。今の場所は交通の利便性も悪くはない。医療スタッフと医療機器の問題だと思

う。 

163 市病院は市役所北側の記念公園がよい。 

164 市の中心部（市役所裏）や八日市場駅の周辺に新病院を建ててほしい。 

165 八日市場駅周辺の活性化、地域病院との連携など考慮し、駅南側に新病院を建設すればと思う。現

地での建替では、無駄な時間がとられすぎて、患者に負担が多い。 

166 国道 126 号線の南側に新しい道路が出来るようですが、その周辺への病院移転を、検討してみては

いかがでしょうか。以前、八日市場小学校の校庭で医療ヘリコプターが患者さんを搬送して行くの

を見ました。これからの医療は、このような場面が多くなるかもしれません。広い場所へ移転する

事で野栄地区の方も通院しやすくなるのではないでしょうか。 
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167 現在の場所は坂の途中で、近くの駐車場にとめられなかった場合老人や病人には歩くのがつらい。

平地になればと思う。 

168 場所が悪い。交通が悪い。人が行きやすい建地要件。 

169 出来ることなら現在の場所ではなく電車駅の付近とか便利な場所に移行して建設することを要望

致します。 

170 母が昨年、入院をして付き添いをした経験があります。自宅が野田地区なので少し遠く感じます。

新病院はもっと便の良い場所に新設してほしいです。 

 

６ 市民病院への期待等 

№ 回答内容 

171 匝瑳市は人口が減っているうえに、市民病院を利用する人も少なく感じられます。小児、産科はも

ちろん託児所を兼ね合わせた施設、高度医療よりも市民病院へ行けば何でも間に合うような病院が

良い。旭中央病院は紹介状がなければ、入院患者でさえ他の科は診療してもらえない不便さがあり、

市民病院であるには気軽に病院へ行けるようであってほしい。市民病院がなくならないことを願っ

ています。 

172 数年前に母がお世話になり時々来院した際、不都合なく過ごせたように思います。今後自身が高齢

になり、どんな場合でも診察して頂けたらうれしく思います。 

173 ある市の公立病院のように機能しなくなり、消えてしまうようなことは絶対にしてほしくありませ

ん。たとえ毎日の診療ではなく、月・水・金とか曜日指定であっても診察してもらえる科が多いと

いうことは大変心強いことです。皮フ科等週に 2 回の診療でも診察していただけることは非常に心

強いことです。この時代、医師の確保が大変なことは良くわかっていますが、週一度でも診察して

いただける医師が増えれば患者としては安心できると思います。 

174 旭中央に行かずに、匝瑳市民病院で全てが済むようになったらいいと思います。 

175 地方市として大変な時でしょうか。ガンバって下さい。 

176 医療の水準を高め信頼できる医師の確保、施設を充実させ、旭中央病院まで行かなくても済むよう

にしてもらいたいです。 

177 旭中央病院みたいな病院なら自分も安心して受ける事も出来ると思います。是非そういう病院にし

て頂けたら、皆さんも心強いかなと思います。地域の病院と連携しながらの医療、皆さんがいつで

も安心してかかれる病院になってほしいと思います。 

178 何よりも医療スタッフの充実が一番かな。ガンバレ匝瑳市民病院、まってます 

179 何かあればすぐに市民病院に行けるようにしてほしい。今は、何かあれば旭中央病院に行くので、

市民としては近くの市民病院を使いたい！！ 

180 地域密着型の市民病院は、絶対に失くさないで下さい。両親の今後を考えると、とても不安です。 

181 病院の運営は大変かと思いますが今後ともよろしくお願いいたします。 

182 新病院、国保匝瑳市民病院人間味あふれる病院であってください。子供から老人、市民が信頼でき

要望に答えられる病院にして下さい。 

183 市民の信頼を回復しがんばってほしい。 

184 これからも新しい病院で患者のために充実した時間が過ごせる様、先生方もよろしく願います。 
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185 一番頼りにしている医療機関であり更なる充実を願っています。 

186 市民として高い旭中央病院に頼るしかないのは残念です。匝瑳市民として頼れる市民病院としてあ

るべきです。それを子供へ引き継いでやりたい。 

187 今の市民病院は内外共に医療の施しをしていただいても何となく一昔「前の医所」といった感じが

いなめず、医療の発達している昨今とは逆行しているといった感じがどうしてもしてしまいます。

人が幸せなのは健康あってこそ。そしてもし不幸にも病にかかったら「ここにいったら絶対よくな

る！」といった施設が近くにあってこそ、安心して日々を営めるという事。ぜひとも内外共に（あ

らゆる面で）進歩した病院になってくれることを祈っています。 

188 匝瑳市やっぱり国保市民病院は必要だと思います。先生もよいから。 

189 以前市民病院には、ずい分お世話に成りました。市民病院が無くなるとみんなも困るし、私達もい

つお世話に成るか分かりませんので、市が責任を持って直接運営して下さい。 

190 市外の病院に行かなくてもすむような医療の充実 

191 まだ利用した事がないのですが、大きい病院は待ち時間が長い、小さい子どもがいると利用しづら

いイメージがあります。老若男女、利用しやすい病院を目指してほしいと思います。機会があれば

今度利用したいと思います。こういったアンケートがあるととても良いと感じました。けれど、最

初の 2 問の質問はメリット、デメリットがよくわからず、補足が私のように無知な者には必要なの

かなと思いました。 

192 暗い古いイメージがあり、進んで利用しようとは思わない病院。何かあるとすぐ旭中央に行くので、

旭中央の次に思い浮かぶような病院になってほしい。 

193 自分は利用していないが、父母はお世話になっている。これからも市民が利用しやすい病院をめざ

して、取り組んでいってほしい。 

194 安心して医療が受けられる様な病院に。 

195 祖父の急病、夫のケガや大腸、前立腺がん検査、子ども達のケガなどでお世話になりました。これ

からもお世話になります。いざと言う時、かかれる公的な市民病院が身近にあることは、私たち市

民にとっては安心して毎日が送れます。お医者さんや看護師さんが不足する中で、現場では大変な

ご苦労があると思います。今後も（これからも）市長さんをはじめ、病院のみなさん一丸となって、

住民の命を守るため、多職種、多機関との連携のもと、安心して暮らせる匝瑳市づくりに頑張って

いただきたいと思います。 

196 やはり無くてはならないと思うのです。財政的に考えると、市だけで運営してゆくのは、非常にき

びしいことは明白なのですが・・・。でもやはり無くてはならないと思うのです。 

197 頑張って下さい 

198 匝瑳市民が気軽に通える病院にしてほしい。 

199 市民病院に行けば、どうにかなる安心できる病院であってほしい。 

200 よろしくお願いいたします 

201 市民誰でも受診できる体制の維持、充実に努めて欲しい。経済的理由で医療が受けられない市民が

でないように！ 

202 市内に充実した病院が有る事で安心して生活をして行く事が出来ます。ぜひ良い方向へと進んで行

きます事を願っております。10 年以上前に腹腔鏡手術を行って頂きました。現在手術法で問題に成



国保匝瑳市民病院 新改革プラン及び建替整備基本構想・基本計画策定支援業務委託  
 

‐24‐ 

っておりますが、先生方看護師の方々の手厚い手術看護で、おかげ様で元気に生活致しております。

感謝と共に今後も沢山の人達の幸福を守って頂きたいと思っております。有りがとうございまし

た。 

203 病院にかかるほどの病気をしてないため、病院のことはよくわかりませんが、いざ病気になった時

に信頼して行くことができる病院であってほしいと思います。 

204 今後共市民病院としての役割に期待します。 

205 若い人も行きたいと思える病院にしてほしいと思います。 

206 最低限の地域医療を守るための病院づくり 

207 市民のための病院になってほしい。 

208 市民、皆の希望を実施することは、難しくて大変だと思いますが、これからの市のあり方を決める

大切なことだと思います。よろしくお願いします。 

209 総合病院の役割、使命感のある市民から信頼される病院であってほしい 

210 近くに総合病院があり心強いです。 

211 市民が安心安全に診療出来る病院を目標に頑張ってもらいたいと思います。 

212 地元に病院が有って欲しいです 

213 患者さんが安心して病院に行ける施設であってほしいと思います。 

214 在宅介護には絶対必要な病院だと思います。地域住民にも安心して通える医者や薬剤師を増やして

充実した医療をこれからも続けてほしいです。訪看さんとケアマネージャーも大切です。 

215 市民は出来るだけ市内の病院で見てほしい。遠くほど通院するのは大変な時もある。 

 

７ 新病院への要望等 

№ 回答内容 

216 仕事をしているため、自宅近くで待ち時間が少ない病院に行く事が多い。人間ドック等では多少、

遠くても施設、設備等が充実し、希望する受診（検査）ができる所を選んでいる。年齢等を考える

と、高齢者医療で身近になる病院がほしい。 

217 患者に気配りのできる病院であって欲しいと思います。市民が誇れる病院であって欲しいと思いま

す。 

218 高度な医療は他に任せるしかないでしょう。必要ないです。（千葉県には亀田やその他 3 ケ所ぐら

いそれなりの施設があるので） 

【キーポイント】これについては「他では絶対まねのできない医療サービス」を実現するしかない

でしょう。←公設公営ではムリ。例えば「インフォームドコンセント」（←ほとんどのドクターは

理解していない。）がどこよりもしっかりしている・・・など。 

又、やはり外科のスペシャリストは必要です。ドクターそのものの質は近年の体制では期待できま

せん。ドクター以外のスタッフ（事務長他事務方全て）をちゃんと民営でまともな体制にすれば変

わります。←評価や評判は案外これで決まるものです。 

219 医療スタッフの質、機器の設備の充実した、安心できる病院 

220 建物・設備・医療スタッフ等々全てが人に優しいことを願います。 

221 旭中央病院みたいな病院がいいです。ドクターをふやしてほしい（スタッフも） 
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222 当市も、少子高齢化が進む中、病院再建だけでなく、敷地内に老人介護施設の建設をお願いしたい。

私の住む農家地域でも、老夫婦 2 人、親子 2 人、更には老人 1 人という家庭が多々みられ、自分達

の先行きが不安です。是非御検討願いたい。 

223 高度な医療を兼ね備え診療科を充実し、総合病院として患者が安心して受診、治療が出来る病院に

して欲しいです。匝瑳市民病院に受診、治療を任せて良かったと思われる様に…。 

224 高齢者が多くなってくるので、高齢者医療と子供のための医療が充実し、行きやすい施設となって

くれると良いと思います。閉鎖的ではなく、自然や光の入る心地良い空間、安心的のある空間にな

ってくれると嬉しく思います。 

225 ウデの良い先生をいれてほしい。建て直して清潔な病院にしてほしい。 

226 施設は待ち時間の少ない流れ。 

227 患者を今以上に増やしていく予定であれば、もっと病院の建物を広くしてほしい。 

228 早急に新病院の建設を希望します。 

229 施設内を迷わず目的の所へ行けるようにわかりやすい配置でつくって欲しい！！ 

230 国保匝瑳市民病院は、昔から建物が暗いイメージが強く実際に玄関に入っても暗く、冷たい印象が

あります。新病院は清潔で明るい施設になってほしいです。また、気軽に健康診断、人間ドックが

できるようにしてほしい。毎日のように乳癌の検診が受けられるようになってもらいたい。（保健

センターと連結して） 

231 駐車場について。今現在、病院のそばの駐車場がせまくて止められる台数が少ない。病院の建て方

を考えて、そばに広くつくってほしい。 

232 残念ながら今はほとんど利用していません。高度な治療や情報が必要と考えた場合、旭中央を利用

します。また、治療や診療が科を横断するような場合も旭中央を選ぶことになります。旭中央も医

師や看護師の対応に疑問を持つことがありますが、優れた専門家もおり、やはり安心という点で利

用することになります。旭中央以外では多古中央病院を利用します。受付、看護師、医師の対応は

とても良いです。規模的に多古中央は参考になるのではないでしょうか。利用者が求めているのは

患者にしっかりと対応してくれる病院です。施設設備も大切でしょうが、まずは医療スタッフのレ

ベルアップかと思います。 

233 多岐にわたる専門科、専門医師、設備の整備がされ、地域住民が安心できる地域医療機関とした充

実を望む。地域内を守る医療機関は地域内に整備、充実することは絶対必要。そのために係る経費

（施設、設備、スタッフ等）は必要と考える。 

234 建物がきれいになる事はとても喜ばしい事です。しかし、やはりそこで働くスタッフの気持ちが一

番だと思います。誰の為に働いているか、何の為に働いているのか、スタッフ全員が同じ気持ちで

医療に携わってほしいと思います。私達の市内の病院「匝瑳市民病院に行けば大丈夫！安心でき

る！」という病院を作って欲しいです。宜しくお願いします。 

235 個人病院のネットワークをつなぐセンター的役割や、総合的な診断をしてもらえる施設を希望しま

す。（送迎システム等も検討してもらえるとありがたいです。） 

236 暗く、汚れた建物は病院のイメージとして良くないと思います。建替されて明るい清潔な病院にな

ることを希望しています。 

237 待ち時間が短縮できる病院にしてほしい。 
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238 多少お金がかかってもきちんとした病院を建ててほしいです。コストを削ると後から不便な部分が

出てきたりすると思います。患者や働いている人はみんなが過ごしやすい病院にしてほしいです。 

239 市民の権利として安心してかかれる病院となりうる設備をもち、必要な経費は市民が負担する価値

をつくれる病院であってほしい。（ただ、患者を受入れるだけではないところ） 

240 市民病院の中は老朽化も進んでいるせいなのか「とても暗い」と思います。又、医師の人数も少な

いので受診したいけれど、自分の希望する時に行けない。（午後からの診察や 1 週間のうちの何日

かしか診察しない）旭中央病院のようにとは言いませんが、市民が病気になったら「市民病院」に

受診しましょう！と言えるような設備が整った明るい病院ができることを望みます。 

241 市民が安心して行ける病院にしてほしい。信頼出来るスタッフを配置してもらいたい。24 時間対応

できる病院にしてほしい。宜しくお願いいたします。 

242 施設設備の機能をいかした病院にしてほしい。 

243 車イスなど通路の拡張が有り、診察の待ち時間などの短縮して頂きたい。 

244 匝瑳市に引っ越しをしてきたばかりで、市民病院をまだ利用したことがないのですが、近くに病院

があるというのは安心感があります。なので、より良い病院となってくれるととてもうれしいです。 

245 良い総合病院がある事は市民も安心して暮らせます。市民生活において医療の充実はかかせないも

ので、市民病院の充実を望みます。 

246 かつて市民病院に救急搬送され入院手術を経験しましたが市内に安心して受診できる施設が必要

と考えます。早期に新病院が設立できるよう期待します。 

247 病院は命を守るためになくてはならない存在ですのでよりよい施設、設備を、そして心身共にケア

していただけるように望みます。よろしくお願い致します。 

248 匝瑳市民としては旭まで足を運ぶ事なく旭中央病院同等、もしくはそれに近い診察を市民病院で受

ける事が出来ればそれにこした事はありません。救急対応の充実も、小さい子供を持つ親としては

切望致します。 

249 市民病院は幼いころから親しんでいる病院です。私も死ぬまでお世話になるとおもいます。新しく

生まれかわる市民病院、ぜひすばらしい病院にして下さい。他地域からうらやましがられるような

病院にして下さい。私も一生懸命に働いて、できるだけ地元のためにがんばりますので、がんばっ

て下さい！よろしくお願いします。 

250 市民病院の条件としては①環境の良さ、②医療設備が整っていること、③医師の評判と思われます。

現市民病院は、進入路沿に墓石が多く、患者としては気持良いものではないと思われます。高度、

専門医療は旭中央病院に行っているのが現状です。又、医師の評判で病院の存続にも影響があると

考えます。（（例）医院で患者対応が良い医長は患者増加）従ってこの要件を検討して頂き、24 時間

救急医療体制を整え、安心して利用できる病院になる事を望みます。 

251 清潔で明るくて広い待合、きれいな機器を使ってほしい。駐車場も広く、コンクリート敷きにして

ほしい。旭市民病院並になるといいと思います。 

252 今迄以上に安心して利用出来る事に期待します。 

253 匝瑳市民の為の総合病院として、身近に通いやすい存在であってほしい。 

254 子供の頃から身内が勤務していた事もあり、たびたび市民病院を利用してきましたが、最近は診療

時間が短くなっていたり、減っていたり、少し不便さを感じていました。新病院の設備面で、外観
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や、よけいな所にむだなお金をかけるより、医療をとことんまで追及して大事なものを見きわめて

欲しいです。 

255 大きな病院でなくともきれいな病院。明るくて清潔な、市民全員がほこれる病院。 

256 以前の市民病院はとても良い医療を行っていたと思う。その時の医療水準まで戻し、設備の充実、

とにかく建物がひどすぎる。職員の方たちアスベストとか大丈夫ですか？と思ってします。 

257 何かあったら市民病院に行けば大丈夫みたいな病院になって欲しいです。 

258 市民病院は、特化した（診療科目等）中型病院クラスがよろしいかと思います。 

259 旭中央病院と異なり、診療時間どおり始まり、患者に寄り添った治療、コミュニケーション(病院に

対する、あらゆる情報）等を充実させる医療スタッフの人数はもちろん、医療機器も充実させ匝瑳

市では一つもない総合病院をもう一度復活させて頂きたいと願っています。 

260 旭中央病院は、地域外は料金も高く、とても待ち時間が長いです。匝瑳市に大きな市民病院がある

のに、市民の補助も受けているのにこのような実態ではといつも思っていました。これから、市民

のための病院になるように、期待します。 

261 もし自分がガンになり手術となった場合、問 10 の中から選ぶとしたらと問われたら、旭中央と迷

うところです。一番に市民病院と言える病院にして欲しい。 

262 （患者さんを集める為には必要なのかと思いますが）親族がホテルかと思うような設備の病院に入

退院を何年かくり返していましたが、どんなにすばらしい設備より、先生がよく話を聞いてくれ、

質問しても嫌な顔をせずよく説明してくれ、患者の意見を尊重しつつ、しっかりアドバイスもして

くれる職員がいる事が一番大事だと思っています。 

263 地域特性を生かし特色のある市民病院となってほしい。 

264 今後、高齢者が増えてくるのである程度の医療が整った病院にしてほしい。でも、市の負担が増え

る事なのでむずかしいと思う。高度な医療は旭中央病院があるので、そちらにまかせて、ある程度

の整った病院がいい。 

265 私の家は旭中央病院の方が近く私と主人以外は、待ち時間がとても長い旭中央病院に行きます。や

はり新しく医療サービスも良くどうしても行きます。高度の医療などまでは望みませんが、匝瑳市

民が行きたいと思う新病院の運営を。とても大変でしょうが、よろしくお願い致します。 

266 年をとっても一人で行けるわかりやすい病院にして下さい。 

267 旭中央は大きすぎてスタッフ、医者が忙しいため対応が今イチです。（現在の）匝瑳は、それなり

の規模なのでスタッフ、医者も丁寧で気持ちが良い。アナログで有るがこれは患者に取っては大事

なことです。匝瑳新病院は、大きさは求めず、患者本意の医療がうけられる病院を望む。“高齢”

と“小児”を売りにしたらどうか？ 

268 なんでも対応できる総合病院を希望する！ 

269 早急に結論を。新設病院をお願いします。 

270 国保に来たら、すべての診療科がそろっていて安心して治療が受けられる病院にしてほしい。今の

国保は暗いイメージしかない。 

271 新病院の施設設備、機能に期待しています。 

272 新病院の建設早期にしてほしいです 
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273 普段から病院にかかることがないので、あまりアンケートに答えられなくてすいません。昔の記憶

の中での印象で申し訳ないのですが、昼間でも院内がうす暗くて、閉鎖的なイメージが強くてあま

りかかりたくないなって感じでした。よりよく、かかりやすい病院になればいいですね。 

274 今の所、医者にはかからないのですが設備の整った病院で信用のある医者がいればいいのでは！ス

タッフはもちろんの事！ 

275 総合病院、救急病院としての医師、スタッフ、検査機器の充実（量的なものではない）で市民から

の信頼の高い医療機関として早急な立上げを希望する。大学病院との関連を充実させ機能の充実と

柔軟性を図る「国保匝瑳市民病院新改革プラン及び建替整備検討委員会」での大義、目的、目標の

明確化とその進捗状況の開示を的確にする。以上をお願い申し上げます。 

276 ATM やカフェもあれば便利。 

277 現在の市民病院はとにかく古いという印象があります。自分や家族の治療で行こうという気があり

ません。古くて大丈夫なのかと不安です。新しい病院にして、信頼できる環境をつくって頂きたい

と思います。市民として協力します。 

278 暗いイメージがあるので明るく清潔感があるイメージに変えて行き、足を運びやすい病院にして頂

きたいと思います。 

279 旭中央病院のような病院にして下さい 

280 病室内に洗面台を設置すると良いと思います。トイレの数が少ないと思います。 

281 トイレや売店などを利用しましたが、だいぶ小さく古く衛生的な印象がありませんでした。幼児か

らお年寄りまで市民全員が充実した医療がうけられるような病院を希望します。 

282 旭中央病院の様に会計など機械になってしまうと、老人ですと無理な面があります。分かりやすく

説明され、安心して先生と話し合えたらベストです。 

283 高度な医療は必要としません。交通手段の少ない高齢者が遠くまで行かなくても利用できる普段使

いの病院を求めます。そのため、幅広い分野に対応できるよう、受診できる科を減らさないように

してほしいと思います。 

284 建物だけ立派でも冷たい病院にはなって欲しくないので今の家庭的な雰囲気を残しつつ、市民がゆ

りかごから墓場までふだん安心してかかれる、そしてより高度な治療が必要な場合は大学病院等を

紹介したりする事で対応し、ホームドクター的な存在であってくれたら安心だと思います。 

285 現状維持して市立病院として新しくなってほしいです。 

286 旭中央病院は、旭市民と他の市の人と差別があったりするので気安く診察に行けない感じがするの

で、市民病院もいろいろなものがもっと充実すると市民も安心なのではと思います。 

287 施設の老朽化に早く建設に願っています。 

288 緊急時、命にかかわるかもしれない症状の時、助けてもらえる様な信頼出来る医療の確立をお願い

したい。市民がその様に思える市民病院であれば、市の補助について不満が出ることもなくなりま

ず。 
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８ 他の医療機関との機能分担・統合・連携 

№ 回答内容 

289 現在の診療内容では中途半端な気がする。医師の確保もむずかしいとのこと。建てかえ、維持の予

算を、たとえば旭中央病院に支出し、旭中央病院にかかりやすくしたほうがよいのではないか。又

は、認知症外来をもっと充実させることや検診に力を入れるなど特色をもたせるほうがよいと思

う。 

290 旭中央、東陽、九十九里など近隣の医療施設との緊密な連携体制により医療スタッフの充実を目指

していただきたい。 

291 匝瑳市だけでなく近くにある他病院との連携の強化をお願いしたいです。若い人であればネットや

口コミなど色々な情報を調べて遠い病院にも自由に行くことができるが、高齢者や行動範囲が限ら

れている方に取って近くにある病院が 1 番必要だし、たよりどころになるので、患者さんにも市民

にももとめられる病院をめざしてもらいたいです。また。患者さんをスムーズにまわしていくのも

大切ですが、初めて利用する方や高齢の方も病院内を安心して最初から最後まで利用できるような

案内をする方や、受けつけをつくってもらいたいです。 

292 今年 1 月に母親が肺炎により自宅で倒れていました。救急車を呼びましたが、地域拠点の旭中央病

院に断られ、東陽病院に搬送されましたが、入院は出来ないとのことで夜中に自宅へ戻りました。

その後、ふたたび母親の意識がなくなりかけ再度、救急車を呼び、旭中央病院へ搬送され一命は取

りとめました。今回、あらためて安心して救急医療を受けられる体制が匝瑳市はないのだと痛感し

た次第です。市民病院を新たに建て直す以外として旭中央病院に出資を行う等のことから、より良

い医療サービスを受ける事は出来ないのでしょうか？検討を願います。 

293 九十九里ホームとの連携を強化し介護事業の拡充、充実（中、小施設の増設、人材の確保など）旭

は病気治療の中心とし、匝瑳を介護事業の中心とする。個人で営業なさっている診療所の各科の先

生方のお力も借りながら匝瑳市全体で頑張って頂きたいと思っております。 

294 総合病院の運営を一つの自治体で行うことは無理である。特に当市のような財政規模では難しいと

思う。複数の自治体で共同運営を図り、人（医療関係者）機器の充実を図り、安心安全な医療の推

進を図っていただきたいと思います。 

295 旭中央病院、東陽病院と連携し、高価な医療機器を共同で使うようなしくみを考える。 

296 市民病院のかかる財源を旭中央病院が利用できるように使ってもらいたい。20 年間続けて来た人間

ドッグが仕事を定年退職すると旭中央病院から市民病院となってしまい、不安。 

297 旭中央病院との連携を進めれば診療所程度の規模で運営出来るのでコスト削減になると思うし利

用者の為にもなると思う。 

298 現在の市民病院なら補助金等を旭中央病院にやってその分、中央病院で安心してかかれるようにし

た方が良いと思います。旭中央病院で市外という事で入院も高くなるのでその分、組合員等に入れ

てもらって安心してかかれる方が人件費等もかからず経済的にもよいです。人口が少なくなってい

るので市内の開業医も多くあり、なくなってもこまらないと思います。 

299 東総地域の中核として旭中央病院が存在する以上、近隣市町は匝瑳に限らず、こことの何らかの連

携は必要ではないのではと思う。 
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９ その他 

№ 回答内容 

300 ※読みにくくなってしまって申し訳ありません。 問 12、13 は利用しないのでわかりません！10

年近く前に利用しましたが（健康診断で）、院内全体に覇気がなく、スタッフの意欲もないよう感

じとれました。問題は施設の老朽化だけではないと思います。2 度と来たくないと思いました。市

内には個人医院も多いので、市民病院が続行して有りつづける意味も薄れていくのではないでしょ

うか。また、入院設備が必要なら、多古（中央病院）や東陽病院など共同で使えるようにはならな

いのですか？とにかく莫大な資金が必要になるでしょうから、採算の見込みのない税金の使い方に

は賛成できません。医師、看護師の確保等、施設が新しくなったからといって解決できる現状では

ないでしょう。新病院という名目でアンケートが進められていますがこれはもう決定しているので

すか？ぜひもう一度考えなおし、廃案にしてほしいです。今現在、スタッフがそろわなくて空ベッ

ドが生じていて、病院が新しくなったからといって患者はくるのでしょうか？国から財政補充され

るとありますが、元をただせばこれも国民 1 人 1 人の税金、しいて言えば我々1 人 1 人の税金です

から！勘違いしないでいただきたい。新病院たてかえには反対です。利用できる建物だけデイサー

ビスや老人施設などに使用してはどうですか。 

301 何度か、救急でかかりたく TEL したことがありますが、断られてしまいそれから、かかりたくな

いと思いました。市民のための病院と言っていますが、どうなのでしょうか？ 

302 現在の病院は全体的に暗いと思う 

303 夜間にかかわらず玄関前の駐車場がふさがっているのは納得出来ない。入院しているのであれば違

うところに移動するように働きかけて欲しい。 

304 今だに体制も変わらず、職員の待遇も厚く、市の税金で病院職員の給料（この地域では一番高い）

を一部でも払っているというのは納得のいくものではない。まずは職員の給料面を下げる必要があ

る。これが改革の一歩である。 

305 内科で予約が予約でなくなる。待ち時間が長い、医師がよく入れ替わる（常勤が少ない） 

306 患者数に対して医療関係者の人数（受付など）は多すぎる気がします。無駄話をする方も多いとう

かがっています。他病院ではそのような光景はあまり見られません。手が足らない位です。でもき

ちんと仕事をこなされています。忙しい時だけ人数を増やすなどの改善が必要だと思います。 

307 診察の時、カーテン越しに後の人に聞こえてしまっていることに何も対処されていない。 

308 体調が悪くて行っているので早目に対応してもらいたい。 

309 今年に入ってからの事ですが、主人が胸の違和感を覚え、個人医で受診。心臓かもと市民病院で詳

しく診てもらう事に。でもその検査機器が故障して検査できず、旭中央病院で心筋梗塞、すぐ手術

して命は助かりました。検査機器が故障していてもいつ直すかわからない、それでは間に合いませ

ん。近隣に旭中央病院があったから…建物だけ立派でも困ります。中身を充実させて安心して暮し

たい。 

310 暗いイメージが強い。事務をしている人のむだ話をしているのが見うけられる。 

311 病院スタッフの人数多すぎじゃないか。 

312 薬局は、なぜ外来患者に、対応してくれなくなったのでしょうか？予約待ち時間を少なくして欲し

い。 



国保匝瑳市民病院 新改革プラン及び建替整備基本構想・基本計画策定支援業務委託  
 

‐31‐ 

313 来院数が少ないのに待ち時間が長い。 

314 事務員や看護師が多い割には医師が少ない。 

315 高齢になって三ヶ月入院しているとどこでも病院を移動させられて、遠くに通うのは本当に困りま

す。国の方針かも知れませんが？困ります。何とかならないものでしょうか・・・。 

316 施設がなんか怖い 

317 アンケート結果は公表していただきたいです。現在国保匝瑳市民病院に勤務されている方、及びそ

の家族関係者の方たちは、どこにその命を預けるつもりでいるか聞いて頂きたい。 

318 市民の税金を有意義に使って欲しい 

319 各関係者が責任を持って自身の経験をおもう存分出してほしい！！ 

320 匝瑳市には使いみちのない大金を持ったお金持ちの老人が沢山いらっしゃると思いますの

で？！！病院の財政状況を市の広報誌等で訴え、寄付を募る努力をしてはいかがでしょうか。病院

改善のための目的税の創設。その他病院運営改善のため、お金を集める方策を検討する。 

321 もし企業なら上記の全てを取り入れて運営する事を理想として現段階で可能な事、将来的実現する

事を計りやれると思う。コンサルやプランナーなどプロに計画を依頼して、政府は判断だけすれば

いい。あと年配者より、30 代、40 代の案で行え！ 

322 アンケートの取りまとめ、分析等は、市役所の職員でするべきです。（経費削減、職員の自覚） 

323 病院はなくても良いと思っています。 

324 市の財政の負担とならないような小規模施設で充分である。 

325 せっかく月 1 回発行している広報紙などで病院の内容を発信してほしい・・・！いざ病気になって

からではなく普段から頭の中に入っていれば利用しやすいのではないかと思います、それには・・・

どの年代でも気軽に目にしやすい・・・ものがいいと思います。 

326 正直あまり人が来ているようには見えないので、そこのことも考えた上で経営方針を考えて欲し

い。 

327 一度も市民病院に通院したことがないので施設がどうなっているとか、診察日がどうなっているか

あまり知りません。市広報を見てもあまりわからないので、現在の市民病院の医療についてのアン

ケートはわからず、ほとんどどちらともいえないのに○をしてしまいました。これから先、病気を

した時に医療がうまく使える病院にしてもらいたいです。 

328 「市の方針」を決めてから、それに対する「アンケート」にすべきだったのでは。「希望」のみ書

いても現実の「負担」の問題に対して実現は難しいでのでは。匝瑳市内のみの考え方でなく、広域

地区内での市民病院の「役割、位置付け」をしっかり近隣地区と話し合うべきである。 

329 午後からやっていないので気軽に行こうと思わない。個人医院なら夕方までやっているので仕事終

わってからとかでも行ける。でも検査とかは信頼できると思う。（市民病院の方が） 

330 今は老人病院という話があります。時間をつぶしに行く老人が多いと聞きます。もう少しなんとか

なりませんか！！ 

331 医療機関の選択にあたり、重点医療を目指す科目等のアピールが必要と思われる。 

332 このようなアンケートは PC での対応が人件費、効率等の面から有効ではないかと思う。このよう

な形式では市の財を無駄に使うようなものなのでは。小さな事から経費圧縮を考えたほうが良いの

では。 
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333 知名度が低く内容がよくわからない。広報があまりなされていないのではないか。市内では送迎バ

スをみかけるが運行スケジュール等々もわからない。 

334 杖をついている老人のために病院と薬局は近い場所にあってほしい 

335 今後税収増が見込めないと思われ銚子市の様にならない事を考えると旭中央病院が有るので本当

に必要なのかを良く検討して頂きたい。 

336 地域医療のとらえ方はどうなっていますか 

337 前の問に医療スタッフの評判とか人数がそろっているとか機材、設備がそろっているとの問があり

ますが、それは別々では返答できるものではなく、設備があっても使いこなせなくては判断出来な

くては医師の技術が良くともケアが乱暴でも良いはずはなく、求める事は皆、同じではないでしょ

うか。期待しております。ありがとうございました。 

338 病院名の変更を望む。 

339 患者数に対して事務スタッフ（受付など）の人数が多いように思う。 

340 いろいろな科と大変とは思いますがお医者さんが沢山いらっしゃるとよいですネ。更に子ども達が

お医者さんをめざせるように奨学金（あるとも聞きますが…）を貸すのではなくて貸与？をして地

元に尽くしてくれるような方向で動いてくれるとよいですネ。 

341 昨年、急病で市民病院にてみて頂き、医師（その病状を診察していただいたのですが）が市民病院

では処置できないので、旭中央病院へ送られましたが、その時の処置や説明が良く理解できたので、

安心して入院できました。二週間の入院でしたが多数の市民病院より来た人がおり、市民病院にも

っと専門医がいて、市民病院で入院ができたら良かったのにと思いました。 

 ※一部記載を省略させていただいております。 


