
問22（自由意見）

No. 自由意見

1

「田舎の病院には腕のいい医者はいない」「施設も古いから最新の検査ができない」という先入観が多くの町民にある

と思う。広報もいいがケーブルテレビを使って病気の予防・健康維持・病気の恐ろしさ等をアピールしてはどうか（医

者・栄養士等）診療科が揃っていてすごいとは思うが、出産できないのが非常に残念

2

【参考】の表を見て驚きです！！業務量は下降の一途をたどっている一方、職員数が増加あるいは変わらずというのは

全く理解できません。経費を減らす努力が全く感じられません。役場の職員数もしかり、即刻見える化により不必要な

コスト削減を望みます。病院規模・技術が中途半端なので開業医へ流れていく。悪い噂（医者の技術）が広がり、利用

者が減少しているのも否めない

3

・１次救急には、時間を問わず対応いただきたい。「かかりつけですか？」と聞かれるが、「かかりつけ」の解釈がま

ちまちで、分かりにくいし、かかりつけでなくても１次救急の対応はしてほしい。

・内科の医療体制をさらに充実していただきたい。

・初診の待ち時間が⾧い科もある。問診から診察までもう少し早くならないか。

4 ・医師の中に患者と意思疎通が上手くいかない医師がいる。

5

・田舎に居て大規模な病院があるのはありがたいです。

・診察時間が、就業している親にとって厳しくなかなか行けません。

・子供が小さい頃はよくお世話になり、予防接種でもよく通っていました。今は子供たちも大きくなりそれなりに耐性

が出来ている為、頻繁に行くことはなくなりました

・小さい子供さんのおられるご家庭では利用があるのでは？

・毎年思うのですが、インフルエンザの予防接種の値段が高く、子供３人とると、１人当たりの負担が大きいです。う

ちはうけるのをやめて他町でうけてます。

6

・軽い症状なら神崎総合病院へ行くが、専門的なことなら専門の先生が居る病院へかかろうかと考えてします。

・待ち時間が⾧いので、おおよその待ち時間が分かるようにしたり、車や他の場所（診察室前以外の所）でも順番が分

かるようにできないか。

7
・眼科で白内障の手術などしてもらえたらうれしいです。

・近所の方は高齢者が多くて皆さん町外の眼科に通院しておられますので助かると思います。

8

・急患で午前中予約なしで内科に行くと待ち時間が⾧すぎる。

・午後、急患で行ったが待合室が冬場寒すぎる。

・耳鼻科の先生は、手術の話ばかりでドクターを変えた方がいい。

・歯科の対応はすごく良い。

・マリアHPみたいに支払いを機械化した方が良い。

9
・午前などには、駐車場が空いておらず、停めるのに困ることがある。

・経費負担があるが、総合病院は必要。経費削減と言うなら、町職員も先にすべき。

10

・小児科しか利用しないので、総合病院全体の事はあまり分からないが、小児科の患者はとても減っていると思う。最

近は（午後）待ち時間なく診てもらえる事が多い。「神崎は待ち時間が⾧いから・・・」、「先生の話が⾧いか

ら・・・」という理由で他の病院へ行っている人もいる。先生はとても丁寧に診察して下さっていると思う。もう少し

看護師の方へ仕事を割り振ってもいいのでは！？と思う。例えば、小学生以上への注射や検査。予防接種の予約管理な

ど。

・インフルエンザの料金が高いので、福崎の病院へ行っている人が多いので、もう少し料金を見直せば神崎で受ける子

どもも増えると思う。

・神崎郡内の公立病院なら郡内の他町から補助金等はもらえないのか。

11

・地域の住民や神崎病院で働く職員が魅力的だと思う病院になってほしい。古い人が多い。保守的（他の業界、他の医

療施設経験が少ない）な印象。新しい風を吹かせてみては？年功序列的人事、給与体制はいかがなものか？

・医療、看護のベンチマーキングを行い、病院を運営している人すべてが課題、目標を共有していかれたらいいと思い

ます。

①院⾧、看護部⾧など管理者がデータマネジメントに取り組み、データを活用したPDCAサイクルを実践されること、

それを見える化していってほしい。

②魅力ある医師、看護師を育成し、若い人材を集めてこられるリーダー像を管理職の方に期待したい。

・若い人材は新しい知識や技術を柔軟に使い、経年者より安い人件費で病院にとって大切な宝となると思います。

・研修医、新人看護師が憧れ、神崎病院へ就職したいと思えるように。



12

・町からの資料に（アンケートに答える前に）外来患者が6万人、入院患者が3000人弱減少しているのに、職員数は50

人増えている。とのこと。

・病院からの資料（問21）、住民1人あたり7万円程度の負担とある。

この2点で町としては、病院を残したくないのかなど思い残念に思います。職員も頑張っていると思うが、公立のまま

なら、役場にいる職員も一緒に頑張らないといけないと思います。公立のままなら他町（市川町、福崎町、朝来市な

ど）の患者は初診料（+1,000円でも）とるなどしたらよい。神河町民のメリットがない。個室以外の・・・。公立を

やめるのなら、負担は減るのかな？この間、赤穂市民病院の記事が新聞に載っていたが、神崎病院も増築など同じだ

なぁと感じた。ただコロナの予防接種は病院で受けれるので他町と違い、安心感があると思う。ありがとうございまし

た。

13

・年寄りが家族の送り迎えなしで行ける交通面

・軽症だと受診するが、重症だと治療効果が高く、安心して受診できる病院へ行く方が多い。

・先生の話し方など、こちらが聞きたい事を話してもらえず、あやふやになってしまったこと。

・先生の中にはとても家族の事で、とてもお世話になり信頼できる方もいらっしゃいますが、病院内でウロウロと文句

を言っている先生もいらっしゃいました。とても残念です。

14

・毎年7億円程度も経費負担しているなら、もっと充実した医療サービスが提供出来るのでは？と思いました。

・医療従事者の方には、本当に大変な時期だと思いますが、病院の体制はもっと改善する所があるようにも思います。

コロナ感染拡大防止の中、受付の近くの人が一番集まる所に発熱者の待機場所が作られているが、なぜそこなのか分か

らない。換気も悪い一番奥。他の医療機関なら車で待機。完全別室。知り合いも同意見を言っていました。出入口が違

う所もある。もっと徹底出来るのでは。

・全体的に姫路や他の病院に比べると雰囲気が少し暗く思う。

・高齢者が場所や仕組みで困っているのを見かける。

表面だけからの意見ですいませんが、もっとよくなってほしいと願っています。充実した地域医療が出来るよう、町全

体で動けたらいいなと思います。

15

1.神崎病院の公共性（公立）の役割を果たしており町民は感謝しております。1.医師・看護師・従業員さんなどの応対

が近年非常に良くなった。病院の印象、感じがとても良い。1.病院駐車場について 南の広場だけでは狭い。午前10時

ころを過ぎると駐車の場所がなく、JAの駐車場が広く空いているので毎回のようにそちらに駐車することが多い。JAと

協議してもらって両方が通行しやすいようにフェンスを除去して通りやすいように活用されてはと思います。1.神崎病

院の利用活用とPRをもっと積極的にすべきだと思います。

16

①１回目のワクチン接種から２週間目に帯状疱疹が出て薬を飲んだ。

②2日後に２回目のワクチンが有り、直前の問診で状況を当日の医師に発生と薬を説明した。大丈夫との事でワクチン

を接種した。

③ワクチン接種から２日目に体の前面と背中に痛みが出て何も出来なく夜も寝れなかった。姫路医療センターの内科、

皮膚科に通院したが改善なし。ブロック注射を何回か受けたが治らなかった。

④８月は何もできないで寝ていた。９月は稲刈りをしたがずーっと痛みが続いて車に乗っても痛かった。この頃になっ

てやっと痛みがましになってきた。

・ワクチン直前の医師の問診は何の為にやっているのか。行ったという項目だけの問診は必要でしょうか。後からの理

由づけのためなら高いお金を出して医師の問診はいらないと思う。（当日の白髪の医師だった）

17

①母が骨折し、手術を受けましたが、手術前「この手術は私にとって手術とは言えないレベルのものです」と説明 失

敗し（骨に沿って入れる金具がふくらはぎを突き抜けた）結果、正座が出来なくなった。後高額な請求が来た（詐欺で

す）

②父の脳梗塞の治療後（姫路医療センターから神崎へ）指定された薬を内科の薬に変えてしまい、どんどん悪くなって

いきました。

③胃ろうの仕方を手ほどきされ、その通りにやっていたのに、だんだん悪くなっていきました。診察してもらった時、

「栄養失調や、何してるんや！！」と罵倒され、四六時中対応している妻を落胆させました。それ以来、神崎病院だけ

は避けています。

④勝手に個室に入れて高額請求されます。

18

7億円は巨額だと思うが、コロナで入院、外来の患者数減は世界で起きている。モータリゼーションが拡充しても高齢

になれば免許返納等で蚊帳の外に置かれる。自宅近くに総合病院がなければ今の暮らしをあきらめなければならない人

が増す。認知症患者の増加にもつながる。それはそれで公費負担があるだろう。総合病院があることで地域の雇用が生

まれている。



19

アンケートを書くひまがない人が多いのではないか。返信するのもめんどうだし、読む量も多いので返信するのをやめ

ようかと思った。でも、病院を必要としているので、書いて出そうと思った。アンケートのやり方を変えたほうがいい

のではないか。もっと見やすくする。簡単な言葉で書く。病院の待ち時間などで書けるようにしても良いのでは？

20
医者の対応能力向上（説明を丁寧にする）・高能力の医者はいなくても患者さんの立場から説明できるような教育が必

要・このようなアンケートをするより病院内の改革をしてから行うことが先決

21

以前は小児科を受診させてもらっていた（家が近いため）が、先生の話が1患者に対して⾧すぎる。親身になって話を

聞いてくれたりアドバイスをしてくださるのはとってもいいが時間をかけすぎなところがしんどい。一度⾧く待たされ

て子供が熱があるのにしんどすぎて受診をキャンセルして帰ったことがある。今はどうなのか行っていないので知らな

いが患者を待たせすぎるのはどうかな？と思う。もう1人医師を増やせるなら神崎病院に行こうかなと思っている。

22

今から13年前、神崎病院で胃カメラを受けて、癌が見つかり、マリアで手術をしたが、その先生曰く「こんな小さい癌

がよく見つかったなー」と。

そのおかげで元気に過ごしています。命のある限りお願いします。家族も、整形と内科でお世話になっています。

23 今は健康ですが、何かあれば近くの大きな病院はあってほしいです。

24

医療機関にお世話になった事が無いので。

・公務員の基本給を下げて、その道の専門医を雇ったら如何なものか！！

・移住者を大切に、愛想よく受け付ける。（俺の時不愛想だった！！）

・古民家に移住する人にリフォーム代を補充する。

・シングルマザーだけに力を入れない。

25 受付でも皆さんが親切です

26

受付にしろ会計にしろ、やはり待ち時間が⾧いとしんどい。午前中が主な受診時間となっていて利用しづらい。駐車場

がいっぱいで駐車するのに困る。小児科がもっと利用しやすい場であってほしい。あまり気持ちよく受診できない。ど

うしても他を探してしまう。看護師さんの対応には満足している。

27

お年寄りが入院したら、刺激が少なすぎて発語も減り、無表情になって退院してくる。小児科は医師の気分のムラがあ

り、看護師さんを怒鳴りつけているのを目の当たりにしたなど、医療の質や医療を提供する側の人格の質などにより、

評価が低くなっているのが残念です。せっかくの総合病院として必要とされている方がたくさんおられるので、現状が

よりよくなるよう努力して欲しいです。

28
家族が具合が悪くなり神崎総合病院に駆け込んだのですが担当の医師がいないとのことで断られました。救急病院と

思っていたのですが、不可能なこともあると知り残念に思いました。

29

神河町民として、公立病院がすぐそばにあるのは、とってもありがたい事だと思っています。入院した時などにお世話

になるスタッフの方々も優しい方が多く、身内が入院した時なども温かい声掛けなど、感謝の気持ちで一杯です。しか

し、一方、一部の方にはズケズケと土足で気持ちの中に入って来られる様な方も居られます。それがどうしても足が向

かない要因となっています。プライバシーが漏れるのでは無いかなどの心配無く、受診出来るようにお願いします。

30 看護師の給料が高すぎる（通勤の車、高級車）。入院費が高い。待ち時間が⾧い。看護師どうしの派閥関係。

31

神崎病院の看護師の対応が悪いと思う。

中央処置室の前を通ると椅子に座り、足を組みベラベラ話している。声が廊下に丸聞こえ、丸見えである。患者への言

葉遣いももっとていねいにお願いしたい。ほかの病院はもっと職員を教育されているように思う。

32

患者に寄り添う先生が欲しいです。もっと腕の良いドクター望みます。

医師のマナーの悪さ、挨拶ぐらいするのは常識です。看護師も同じ事が言えます。一番大切な事は医師、看護師、事務

員等の質を上げる事。

頑張って下さい。期待しています。

神崎病院は良い病院と言える評判になります様に。

33 記入しても何も変わらない。

34 厳しい状況が続きますが頑張ってください。感謝しております。



35

休日診療をうけている時に、医者が看護婦さんにえらそうに暴言をはいていた。

患者は調子が悪く病院へ行っていて、やっと診ていただいてるのに、余計に気分が悪くなったのを覚えている。（近

年）

姫路の病院はいろいろと行った事があるがやはり素敵な病院は医者も看護婦さんもとても親切、人にも勧められる病院

である。

口の悪いというか、態度が・・・というか、よくおわかりだと思いますが医者選びも大切な事のひとつだと思います。

36 休日夜間診療の充実してほしい。職員に危機感がない。幹部は民間から登用してはどうか。

37
近年、心筋梗塞、脳梗塞や迅速に対応して治療していただきたい時、神崎総合病院で間に合うのか、周りの人ほとんど

が不安だと言われています。

38 高齢化が進む中、産業も乏しく収入源も少ない中、先端技術を伴う病院経営はどう考えても厳しいのではないか？

39 高齢者が多くなるにつれ、地元の病院でお世話になれるありがたさを感じています。

40

午後診がない。個人医院とくらべて医者はいそがしいのですか？自分の利益に直結しないと、働き方にくふうすると

か、考えないのでしょうか？全員とは言いませんが、田舎に来てあげている感があります。お給料が安いからしかたな

い？

41
最近病院の周りでタバコを吸っている人を見かけますが、タバコを吸ってよいと思うところの部屋（ガラス部屋）を

作ってみてはどうですか？

42
財政の問題をどう解決していくのか大変難しい問題ですが、地域の医療や雇用を含め、経済面でも非常に重要な病院だ

と思っています。医師をはじめ、職員の方々には大変感謝しております。

43

実家の両親を病院へ連れて行くときに、大きい病院に受診すると、まず窓口の対応（事務の方）や看護師や医師の方の

対応がスムーズで待ち時間を少なくしていたりしている。神崎総合病院では、体調が悪く受診しているのに、診察まで

待たされる時間も⾧いし、会計も待たされるし、もっと早く対応をしてほしい。朝検査のために朝食を抜いているの

で、売店で検査のあと何か食べようかな？とみにいくと食べたいと思う種類がなく、売店の内容ももっと充実してほし

い。昔ながらのやり方ではなく、もっと神戸方面の病院のいい所を取り入れてほしい。

44
出産で一度お世話になりましたが、ご飯がとにかくまずく驚きました。もう入院したくないと思うレベルでした。院内

は看護師さんたちの対応も良いと思います。

45 小児科の診察時間をもう少し遅い時間までしてほしい。仕事上どうしても行けないし不便です。

46

小児科の待ち時間が⾧すぎるのでいかなくなりました。

ネット予約制度や病院での待ち時間を短縮する為、診療状況を確認できるようになるとよいと思います。コロナの中、

小さい子供を連れて病院で⾧時間待ちたくないので・・・

47

傷病名、診察内容、方針、スケジュール、予後について丁寧に説明をしてほしいです。

うまくいった、いかなかった理由（失敗も含みます。）を含め親身になって説明していただければ信じることができま

す。

48
職員さんの仕事内容とかはよくわからないですが、入院患者数、外来患者数が減ってるのに職員さんの人数が増えてる

のが年間７億円の負担の原因の一つではないでしょうか。

49

職員人件費の見直しが必要。高齢職員が多い、若い職員を活用。

パワハラその他男女関係の匿名情報が出ている。

優秀な医師の確保と大胆な改革（県からの出向レベルは何の役にも立たない）が必要。

50

診察料によっては待ち時間が⾧く病人が待つのは大変である。重い病人や高齢者が待つとき横になって待てる（寝て待

てる）場所があれば安心して病院に行くことが出来る。付添人は病院まで連れて行くだけでも重労働でさらに待つ時間

（予約していても1時間以上待つことがある）をなだめながら過ごすことはさらに大変である。また初診であっても

「すぐに診てもらえる病院」は嬉しい。他人から聞いたことだが、初診で行ったとき「⾧い時間お待ちいただかなけれ

ばなりませんがいいですか？」と看護師から言われたが「じゃあ診てもらわなくてもいいです、帰ります」なんて言え

るわけがない。病気で診てもらいたいので来院しているのに、、、と言っていた。結果、8時半に行って11時過ぎに

やっと見てもらえたとか、、、

身近な病院でしっかり検査もしていただけるのでなくてはならない病院だと思っている。

51
診察を済ましてからの支払いに時間がかかり過ぎるために自動支払機が必要かな。高齢の方が又支払機を使いこなせな

いかも？

52
診療科が揃ってきて、ありがたいと思っています。高齢化が進む中、近くの病院というんは絶対に必要です。郡内、朝

来市内の方に来てもらいたいが、通院の便はどうなんでしょうか。



53

診療を受け原因が解れば、どのように治してゆくか考えてほしい（説明してほしい）ただ痛み止めの薬ばかりもらいに

行くのでは治療方法ではないと思う。つらくて治療に来ているので、薬を増やすだけが治療方法ではないと思う。患者

の身になって「このような治療方法で治しましょう」位の先の見える治療をしてほしい。残念です。薬は薬局に売って

ます！

54 整形外科に行った時、何でも加齢のせいにせずもっとしっかり説明をして頂きたい。

55
整骨医（東洋医学科）を設置してほしい。体のゆがみ（特に腰部）ずれ等による痛みの症状がかなり大人数持っておら

れる。日常的には辛抱しておられるが皆さん助かると思います。父も常に整骨院には通っています。

56

総合診療などニーズに合った診療はいいと思う。

耳鼻科の石川Ｄｒはとても丁寧な診療です。

皮膚科のＤｒも的確な診断。レントゲン技師の方たちはとても親切。

57

地域医療にとってはなくてはならない病院です。ぜひこの病院は守らなければと思います。負債が多くなっていくので

あれば福崎町も範囲（負担してもらうよう）中に入れるよう地域代表（議会議員もおるのです）を有効に動いては頂い

てはいかがでしょうか？これは私的な意見です。

58

中学生までは地元への通学だった為、平日学校終わりや早退時に利用できていましたが、高校からは町外へ通っている

ので、平日に利用することが難しくなりました。職場から近く、夜の診療や土日の診療を行っている医療機関に行かざ

るを得ない状況です。

また、町内の方が多く勤務されているので、知人に受診データを知られたくないのが正直なところです。デリケートな

部分、プライベートな部分は全く知らない人の方が任せられます。（特に若い世代はそうおもっているのでは？）入院

するとなれば自宅から近いので、利用できればと思いますが、少し遠くても綺麗で機器や体制の整った病院を選んでし

まうかもしれません・・・。

ただ、町内に公立の総合病院があることは安心材料と自慢でもあります。（特に高齢者は利用する人が多いのでは？）

59

駐車場が少ない。待ち時間が大変（子供を連れて）なので携帯アラームを持ってくるまで待てるようにしてほしい。待

つ間に色々とさわり口にしてしまったりするのでなるべくウロウロさせたくない。感染症が恐いです。待ち時間が⾧い

ので何か対策を考えてほしい。産科分娩できるようにしてほしいです。2人目出産のとき神河町で破水してしまいとて

もギリギリでした。安心してお産にのぞめる町にしてほしいです

60

駐車場が増えるとうれしいです。乳児を連れての駐車、歩いて移動が雨、雪の日は少し大変です。

不調時に利用しようかなと思う時もあったのですが、予約システムがどうなってるのが分からない事や待ち時間が⾧い

のかなと思うと別の小さめの医院へ行ってしまっています。

ホームページがもう少し見やすくなるとうれしいです。

61 駐車場が不便。特に悪天候の時は困難である。

62 駐車場から車道を渡らなければならないのが、ちょっと困る。

63 町⾧さんを始めとして皆様で頑張って町立神崎病院を発てんさせて下さい。お願い致します。

64

町民だけ負担になるなら、他市町の人と何かしら負担金に差をつけないと不平等。例えば福崎なら姫路等の病院を利用

する人も多いので、町として按分せず、利用者に負担してもらうべき。毎年７万の税金負担は大きすぎる。住むなら神

河とは言いがたい。ただ今は健康で病院利用もほぼなく、自分で運転できるので総合病院がなくなっても何とかなるよ

うに思うが、自分が病院通いする年齢/状況になった時、近くに総合病院があると安心。

子供の入院に対応していないのも不満。何か子ども医療無償化等の施策は、対象者の期間はありがたいが、少子化の時

代の中で、更に神河の中年（50歳以下の働き手ぐらいの年齢）以下の人すら少ない時代背景なので、何十年先と言わな

くても、10年20年先、先程の7万が10万、10数万となったら、50代の人が70台になって、近くにある総合病院と負担

を天秤にかけてしまうのはいやだなと思うので、今からもっと根本的にバランスのとれた運営で存続を望みます。

65
問20はすべて望むところですが、今でさえ１人あたり７万円程度の負担であるのに、膨大な負担になると困ります。

66

当エリアの人口構成規模から高度医療に対応できる大病院は望めないが一般的な軽度の医療、在宅医療、訪問看護、リ

ハビリ等、住民支援機能の充実は必要と思う。高度医療等は近くの大病院や大学病院とのスムーズな連携により対応

し、医療事故のない体制強化が必要。町の診療所として当地域の中心的医療機関としてコンパクトな運営を望みます。

67

どうしてそんな病院は困っているのに、スキー場を作ったり映画のロケ地や観光業に力を入れているのか？町⾧が⾧

く、このようなことになっていると思う。町内に病院がなくなると命が守れなくなり、困ると思う。高齢者が多く、若

い人は町に仕事に行くので、人口が減り活性化はしない。それは全国どこも同じであるが、何とか命が一番大切なので

考えてほしい。町⾧が前役場職員と聞いていますが、税金の使い道がおかしいと思う。



68

どこの病院でも良い先生、悪い先生がいます。神崎病院は、頼りないと言われないように色々努力されていますが、む

ずかしいところだと思います。でもがんばっていらっしゃる先生、看護師、職員の方々がこれからも病院を続けていく

のには欠かせないので、待遇を良くしてあげて欲しい。

病院に行くバスが少ない。空のバスは見かけるが、もっと小さくてもすみずみまで路線を考えてほしい。

69

土日・休日の診療体制の充実！仕事勤めをしている者にとって、土曜の午前とか診てもらえたら助かる。総合病院だと

安心感が全然違う。

患者に対する温かい対応を！患者は不安であり、医師の対応１つ１つが心に響きます。患者に対する心遣いがもう少し

あればなぁと思う医師もいる。（個性的な人が多いから難しいのは百も承知していますが）

70
どの診療科も高度な医療を求めるのは無理なことなので、問20での11（大学病院や高度医療、専門性の高い医療を提

供する病院との連携強化）、15（なんでも相談できる相談機能の充実）を強く希望します。

71 土曜日も午前診があれば有難いです。

72
ナース不足と風のうわさでお聞きしましたが、本当新型コロナウイルス感染の事もあり、大変だと思います。

ナースが働きやすい（時間外労働減らす）ようにすれば、もっとナース確保できないでしょうか？

73
中播磨地区では、一番近い総合病院である為、高齢化が進む中、救急医療の充実をしてほしい。又、子供を安心して産

める様、産科医療の復活してほしい。

74

何年か前に母の具合が悪くなり神崎に連れて行きました。なかなか先生が診察室に来ずやっと来られて「しんどくてめ

まいがします」って言ったら何て言ったと思います！？その先生「しんどいんやったら家で寝とったら」って言ったん

ですよ！高齢者の方は神崎しか病院はないって感じで大勢がいかれますが私は二度とこの病院には来ないと思いまし

た。その先生は今も神崎にいます。今思い出しても腹が立つ！！腕のいい先生をかんざきに！！お願いします！

75

乳がん検診のマンモの技師は女性を採用できませんか？丁寧に検査して下さり、特にここがダメというわけではないけ

れど、やはり女性が良いです。そのため、女性技師さんのいる病院へ行こうという気持ちになります。（バスでの検診

でなく、病院での検診です。）

76
病院にも行けなくなった場合の時には、昔は往診がありましたが今は？ある事少し聞いたことがあるけど、はっきりと

した事がわかりません。家庭で病人の世話をする制度もっと教えてほしい。

77

病院の運営経費について、よく分かりませんが、県とか国への要請が必要では。

問18の番号9（腕の良い医師がみつからない）、10（医師の対応、接遇が悪い）、11（看護師の対応、接遇が悪い）に

ついては、よく話題となりますが、皆様プロだと思いますので問題ないと思います。ただ各スタッフの接遇により院内

の空気が変わっていくのでは、とも思います。

78

病院は赤字だからといって、縮小若しくは廃止するようなものではないと思う。

赤字なら別のところから財源を持ってくるように知恵を絞るべきだと思う。

そもそもこのアンケートに必要性を感じない。もっと違うところに時間・労力を割くべきだ。

79
病院は必要であっても大変だろ思います。町からの負担が多きすぎます。何とか考えなくてはならないと思います。愚

かなものですからこれくらいのことしか書けませんがよろしくお願いします。

80
病院は必要ですが、赤字になる原因は、人口減少や患者の減少だけでしょうか。医師の給与が高すぎる。給与少なくす

ると医師が来なくなるのでしょうか。赤字改善のためにしていることはありますか。

81

病院やその医師及び治療内容・結果については、その人の症状に「合う、合わない」が必ずあります。自分の症状に対

して期待する治療効果が得られなかった場合には「あそこはアカン」と云った話になり拡散します。個人的にはここ数

年その様なウワサ話をよく耳にします。但し、私は年に数回神崎病院を利用しますが、上記のように感じたことはあり

ません。むしろ「行ってよかった」のケースが多かったです。出来れば悪いウワサより良いウワサが広まる様になれば

いいですね。

神崎病院存続の為に町財政から支援する事はやむを得ないと考えますが、郡内他町（朝来を含む）にも応分の負担を求

められないかと思う（既に実施済かも・・・）

添付資料を見る限り、非正規職員の数が20年前、10年前から増加している事は利用者の減少とは相反していると思

う。→全体的に人件費の圧縮が必要ではないでしょうか。

82
病棟の申し送りが出来てない様に思う。いろんな人から同じ物を”持ってきて”と言われる。退院する時、同じ物が何個

もある。



83

普段仕事をしていると利用することが出来ませんが、神崎総合病院で子どもを出産しましたし、産後すぐ盲腸の手術も

していただきました。子どもも小さい頃は何度もお世話になりました。私の両親は、二人とも今もお世話になっていま

す。私の兄もリハビリ等でお世話になったこともあるそうです。

やっぱり一番近い、身近な病院なので、「ある」と安心できます。

一年程前、子どもが（もう成人していますが）急に熱を出した時も、もしかするとコロナかも！？と思ってＴＥＬをす

ると、すぐ病院に来てもらってもいいですって言って頂けて、抗原検査とＰＣＲの検査をしてもらって、陰性で、それ

じゃ何かなって先生が色々と考えてくださって（原因はちょっと不明でしたが）熱が続くようであれば、また受診して

下さいって言って下さって、解熱鎮痛薬を頂いて帰りましたが（次の日にはだいぶさがって安心しましたが）やっぱり

いざという時にないと困ります。

病院の経営についてはよく分かりませんが、今私は仕事をしているので、税金の面では維持にお金がかかるのは、仕方

がないと思います。

84
便利で必要な病院でも住民に負担がかかっては困ります。もう少し規模を縮小して（病床数・職員数）利用者みんなで

負担するシステムにできないでしょうか？

85

他の病院に比べると全体的に皆がダラダラしているように思います。病院に行くと、みなきびきびして対応が早いで

す。私言はいっていないです（友人の話）※人件費節約ですね・すぐに年寄りは歳だからと整形は特に言われて多くの

人が他の病院に行っています。

86 毎年７億円を町から出しているとは知りませんでした。もっとたくさんの人の知恵が必要だと思う。

87

毎年町会計から多額の負担！！それは職員がお互いに話し合って解決する事ではないですか？私も働いていた時、お互

いに話し合い、改善していきました。患者さんから信頼される職員さんになって下さい。お医者さん、看護師さん、事

務員さん全ての方にお願いします。

88
毎年町の検診を受け、それにより受診。健康を管理して戴いて感謝をしております。働くことが健康維持だと思い、無

理せずストレスを少なくする様、心がけています。

89

まず、昨年末に町⾧選があり、その公約の中で、自信満々の発言がありながら、日もたたないうちにこのようなアン

ケートに頼り方向性を決めたいという、定見の無に驚きを隠せない。表題にも書かれている諸問題は、行政にかかわる

プロとしては今に始まった問題ではなく、とうの昔からある問題ばかりで、承知しておられるはずである。アンケート

で問われている事柄を集約してみたところで、何の妙案も浮かんでこないと悲観します。はっきり言って、一町には荷

が重すぎます。

90 また何時お世話になるか分かりませんが、今のところ元気で暮らせていますのでありがたいと思ってます。

91

夜間・休日体制のさらなる充実を

入院の個室料、町内の人には割安にできないか。高齢者には負担が大きい。

年齢、年収によっては減免してほしい。

92 予約していても予約時間が大幅にずれ込むときがある。意味がないと思う（急患がある時は仕方ないが）

93

若手の先生が少ない様な、後継者のお医者様がいないような気がして不安です。良い先生になられたな～と思ったら別

の病院に行かれて残念に思うことがあります。

看護師さんに関しては、一部（ほんの一部）態度が（？）と思う方もいらっしゃいます。他の病院と比べてはいけない

と思いますが・・・・。

94

私は、3年前に体調を崩し、貴院を受診しました。

宮原先生にご対応していただき、翌日、加古川中央市民病院へ転医しました。

転医後2、3日経った時、首から下が全く動かなくなりました。難病指定の病気だとわかり、2カ月強の治療後、リハビ

リ施設で4カ月過ごし、今では病気発症前と変わらぬ生活を送っています。

あの日、先生のご判断で転医先を紹介してくださり、今このように生活できている事に、感謝しかありません。

近くに総合病院があり、また、近くの病院とも連携して、いざという時に対応してくださるのは、私たち住民にとって

はありがたく、なくては困ります.

95

私は、神崎病院でお世話になることが多いですが、お医者さんも看護師さんも受付の方々も親切で助かっています。子

供のことでもよく覚えてくれているので安心して通えます。良いお医者さん、安心して通えることが重要かなと思いま

す。ただ、うちの両親は神崎病院に行くと知っている人に会いそうで嫌だからと個人病院を選んでいっています（笑）

診察時間が少し拡大できたらありがたいです。でも本当いつもお世話になっておりありがとうございます。これからも

頑張ってください。



96

私は父母の介護を18年しました。最後は2人共神崎総合病院で亡くなり、お世話になりました。年がとったらやはり近

くの病院に頼らざるをえないのが現状です。段々と老人が増え、なくてはなくならない病院だと思いますが介護を通し

てつくづく思ったのが下記の通りです。

①循環器病院で診察、投薬していた母が循環器病院の計らいで神崎総合病院で薬を受け取るよう手続きされ、当病院に

行くと同じ薬がなく、仕方なくまた循環器病院に行き、その旨を伝えると医師が「たぶんその病院は赤字病院なんや

ろ」と言われ、続けて診察、投薬してもらいました。

②父が神崎総合病院で入院していた時、持って行ったかばんの中までさわられていてびっくり。毎日家族の者が通って

病室まで行っているのに・・・こんな事は許される事ではないはず・・・

③救急車を呼んですぐ医師に診てもらえるのが神崎総合病院（近く）です。個人の開業医は入院設備がなく救急車も

寄ってくれません。

④私は隈病院にて通院してますが多勢の患者さんだが予約ができ、患者が医者を選べコロナの時もTELにて質問診療

し、薬も3ヶ月分代金引換にて受け取る事ができます。

以上参考まで。

97
私も今まで元気で病気なしの生活をしてきましたが、これからは年もとっていますので、いつ病院にお世話になるかも

しれませんが、いい病院になっていることを願います。


