
性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

男性 30 東京都 港区  浴室を広くし、毎⽇⼊浴できるようにして欲しい

男性 40 東京都 港区
 駐⾞場の拡⼤

浴室の拡⼤（男⼥別にする）
⼥性 30 埼⽟県 さいたま市中央区  保険適⽤外の薬の値段が⾼い。
⼥性 30 東京都 東⼤和市  施設全体が古い感じがするのは否めません。ただ、開業したのが⼤分前だと思われます。

⼥性 30 愛知県 名古屋市中区
ただ⼀点後発⽩内障について聞かされていなかったので、半年ほどのち発症した時はとまどい、不安
を感じた。

⼥性 30 埼⽟県 ⼊間市 ⽬を⾒て話して欲しい。もっと説明して欲しい。もっと明るい性格だったら良い。

⼥性 NULL 千葉県 市川市
混んでいるので待ち時間が⻑いのが難点。でも診療時間が午後６時までと⻑いのでとてもありがた
い。個⼈医院なので設備が整ってるとはいえないが、混んでいる時はビデオをかけてくれたりする。

⼥性 30 埼⽟県 深⾕市 待合室が少し狭いかなあ。⼈気があるので患者さんの数も多く、ちょっと混雑してくるとむさ苦しい

⼥性 30 佐賀県 佐賀市
もう少し広々とした感じが欲しい。あと、名前はふりがなをふるなりして読み⽅を間違えないで欲し
い。やはり他⼈の名前を間違えるというのは看護婦にしてもいい気持ちはしないので。

男性 40 神奈川県 藤沢市
その症状がどういう物なのか⼀切の説明がなかった。薬も２つ出してもらったが、効き⽬も最初は
あったが、あまり効果がない様に思えた。

⼥性 99 ⻘森県 五所川原市 看護⼠の態度をよくしてほしい。
男性 40 東京都 武蔵野市 もう少しゆっくり話していただけたらなお良い。
男性 60 東京都 北区 病名についての質問に的確に答えてほしい
⼥性 99 神奈川県 横浜市港南区 待ち時間が⻑すぎで、待合室が狭いのでは？⼩児科なのでもう少し本を置いて欲しい。

男性 99 東京都 国⽴市
予防接種の時、予約を⼊れていてもその時は込んでいて５０分程他の⾵邪を引いている患者さん達と
同じ待合室で待たされた

男性 99 埼⽟県 さいたま市中央区 あまり強い薬は出してくれません。なので、薬で治そうと思っても・・・ちょっと⼤変かも。

男性 99 北海道 旭川市
⻑く付き合ってくれて、「またきたか」という態度がなければよいと思う。弟はいまだにアトピーで
悩んでいるようです



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

男性 99 千葉県 松⼾市
乳児で初めての⾵邪だったので、⾵邪かどうかも分からず不安だった。⾵邪なのかただの⿐⽔なの
か、判断してほしかった。

男性 99 埼⽟県 さいたま市浦和区 ○○先⽣がちょっと怖そうに⾒える点

男性 99 千葉県 松⼾市
乳児で初めての⾵邪だったので、⾵邪かどうかも分からず不安だった。⾵邪なのかただの⿐⽔なの
か、判断してほしかった。

⼥性 99 埼⽟県 さいたま市南区

医師には⽇常であり常識の範疇なのだろうが、初めての病気にかかった⼦供を連れた親は何がどうな
のか判らなくて当たり前だと思う。

 そのことを理解し、聞かなくても判りきったことでも⼀応説明がほしい。
聞いたら当たり前の事を聞くなと⾔わんばかりの⼝調だったのでいやになり途中で⽌め、続きは薬局
で聞いた。
病名が判り、治療法や対処法が判っていれば病院になんか⾏かない。
何がどうか判らず、どうしていいのか判らないから病院に⾏って教えてもらい、治療を受けるのだと
思う。当然何を聞いていいのかも何を説明しなければいいのかも判らない。それを適切に指導し聞き
出し解説するのが医療に携わる者の役⽬だと思う。⾯倒だとは思うが優しく接してほしい。

⼥性 30 兵庫県 神⼾市北区 医師と看護⼠の意思疎通が出来てない。

男性 99 北海道 旭川市
⻑く付き合ってくれて、「またきたか」という態度がなければよいと思う。弟はいまだにアトピーで
悩んでいるようです

男性 99 埼⽟県 さいたま市中央区 あまり強い薬は出してくれません。なので、薬で治そうと思っても・・・ちょっと⼤変かも。
男性 99 埼⽟県 さいたま市浦和区 ○○先⽣がちょっと怖そうに⾒える点

⼥性 40 埼⽟県 さいたま市⾒沼区
診察の待ち時間が⻑い（リハビリは⼀度診察をうければ毎回診察しないので待ち時間はほとんどな
い。機械があいてなければ待つ場合もある）

⼥性 30 東京都 江⼾川区
最初に窓⼝で「どうなさいました？」と聞かれるのは、精神科だけに答えに困ります。アンケートに
記⼊させるなど、配慮をして欲しいです。



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

⼥性 40 神奈川県 厚⽊市

 先⽣が⽴ったまま診てくれるので、何となく落ち着かない。
マッサージの機械が終わった後、⽿に⼊れた部分の消毒にアルコール綿を渡された。(えっ⾃分でやる

 の？)
 吸引が終わったら⼝の部分を消毒液が⼊った⽸に⼊れてと⾔われた。

 感染のためか？
友⼈に｢今はどこもそんなもの｣と⾔われたが、だとしたらあんなに看護師(助⼿？)さんはいらないの

 では？

男性 99 東京都 葛飾区

⽕曜⽇と⾦曜⽇の午後が休診、特に⾦曜⽇の午後の診療がないのは次の⽇が⼟曜⽇でとても混雑する
ので不便です。どうしても学校を休むほどでない⼦供を受信させるには午後しかないので。
待合室が狭く、患者が多いと座る場所はおろか⽴っている場所さえ確保が難しいのはつらいです。
部分的に予約制にするなどなんらかの対処があるとよいと思います。

⼥性 99 兵庫県 三⽥市

⼦供の⾜に⽖楊枝がささったよう（⼦供がいうので定かではなかった）だったので、診てもらうと、
⼦供が痛がっているにもかかわらず、⿇酔もなしで、かかとの傷⼝に器具をつっこみ、⼦供が泣き喚
くと、「これぐらいで泣くな！」と起こる始末。で結局「何も刺さっていない」と判断された。後
⽇、傷⼝が膿んできたので、別の医者に⾏くとあっさり⽖楊枝を発⾒！⾃分の技術のなさ。⼩学校に
あがったばっかりの⼦供に泣くなとわめく（あれは⼤⼈でも絶えれないと思う）。⼆度と⾏く気はし
ませんし、⼈に聞かれたら、絶対⾏かないほうがいいといっています。



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

⼥性 40 福岡県 福岡市東区

仕事の都合で⼟曜⽇にしか受診出来なかったが、都度担当医師が違い、安⼼感が得られない。診療内
 容には問題ないが、親⾝に受け答えする先⽣もいれば、機械的に感じる先⽣もいる。

流産の⼿術を受けたが、⼿術後に休む和室の部屋へ次々と同じ⼿術を受けた患者が運ばれて、⼀つの
部屋へ押し込まれた感じ。しかも⼿術を⾏う処置室のすぐ隣にあり、⼿術中の⾳が聞こえてくる。こ
の⼿術を受けること⾃体⾟いことだったが、終わった後の扱いもあまり⼼地よいものではなかった。
院⻑および副院⻑先⽣の応対は問題ないと感じてますが、⾮常勤の先⽣は印象の良い悪いがある。ど
の先⽣に診てもらえるか⾏ってみないとわからないのは不安に感じます。

⼥性 50 東京都 江東区

看護⼠が、⼤きな声で待合室で受診⽬的を確認したりするのは、プライバシーに関わりよい印象を受
けませんでした。
狭い待合室で受診内容の確認はどうかと思います。初⼼段階で問診表の記⼊もするのですから、先⽣
の前に座ってから出⼗分ではないでしょうか？唯⼀嫌な点です。

男性 99 東京都 府中市

 待合室が狭く、待ち時間が⻑すぎる。
⼩児科にもかかわらず、内科的なもの以外の⼩児の病気についての知識が乏しい。
待合室をもう少し⼯夫し、快適に過ごせるようにして欲しい。
待ち時間をもっと短く出来るように⼯夫して欲しい。
薬についての説明をしっかりとして欲しい。
薬を飲んだ後から、⼦供が下痢をし、他の医師に相談したところ、強い薬で、下痢等の症状が出るこ
ともある物だといわれ、あらかじめ、説明をして欲しかった。
不満な点が多いので、もう⼆度と⾏かないことにしている。

男性 99 千葉県 市原市
はっきり物を⾔うので苦⼿な⽅もいるとは思う
はっきり⾔うのはいいが少し⾔葉を選んでお話した⽅が良いと思うときがありました。

男性 30 神奈川県 横浜市⻄区 ⼤量の患者と接しているため、すぐに忘れてしまう。カルテを⾒ないと患者本⼈が識別できない

男性 99 千葉県 松⼾市
乳児で初めての⾵邪だったので、⾵邪かどうかも分からず不安だった。⾵邪なのかただの⿐⽔なの
か、判断してほしかった。



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

⼥性 30 千葉県 習志野市

雑誌に掲載されたり、⼝コミで評判だったので、通ったのですが、実際はかなりの待ち時間なうえに
 （最⾼５時間以上）、診察室はひとつなので聞こうと思えば他の⼈の話は聞ける状態です。

なんといっても、⼊院したときに、先⽣の診察がない⽇もあった上に、⽇に⽇に症状が悪化して、つ
いには転院になりました。結局１ヶ⽉の⼊院です。今思えば、何で早く病院を変えなかったんだろう
と後悔ばかりが残ります。
訴えなかっただけでもありがたいと思ってほしい。
せめて１階のトイレを洋式にしてほしい。

男性 30 神奈川県 厚⽊市

インフォームドコンセントが全く徹底されていない。また、診察室のプライバシーも全く守られてお
らず、医師と患者の話が待合室に丸聞こえ。さらには不要な検査を何度も受診させるなど、診療報酬
稼ぎが明らかである。
アレルギー専⾨医の看板を掲げている以上、対処慮法のみでなく根治療法も検討してほしかった。抗
アレルギー剤を⼀⽣服⽤するのかと思うとさすがにうんざりしました。また、不要な検査をたびたび
進められ、検査結果が判明しても「問題ありませんでした：の⼀⾔で⽚付けられてしまう。あまりに

男性 99 東京都 葛飾区

⽕曜⽇と⾦曜⽇の午後が休診、特に⾦曜⽇の午後の診療がないのは次の⽇が⼟曜⽇でとても混雑する
ので不便です。どうしても学校を休むほどでない⼦供を受信させるには午後しかないので。
待合室が狭く、患者が多いと座る場所はおろか⽴っている場所さえ確保が難しいのはつらいです。
部分的に予約制にするなどなんらかの対処があるとよいと思います。



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

⼥性 99 茨城県 古河市

親に付き添って⾏ったのですが、何しろ、受付の⼈が良く変わります。また、院⻑夫⼈と思われる⼥
性がヒステリックに怒鳴る声も良く聞こえるので、かなり環境が悪いと思われます。また、親から聞
いた話では内診台の⾜側が通路になっていて病院関係者が普通に⾏き来しているとの事。もっと配慮
すべきだと思うので。
院⻑夫⼈がヒステリックに怒鳴るのを、夫であるあなたがやめさせる事は出来ないのでしょうか？ま
た、話し⽅が横柄で傲慢に感じます。もう少し、患者の⽴場に⽴っての発⾔が欲しい。
患者のプライバシーにはもっと配慮すべきです。内診台の⾜側が通路になっていて、そこで内診でき
る姿勢で待つ様にというのは、単に医師と病院関係者の都合のみ考えていると⾔われても仕⽅ないと

⼥性 30 埼⽟県 南埼⽟郡⽩岡町

 診察の度に先⽣が変わるので、⾃分の症状を把握しているのか不安になる。
 完全⺟⼦別室で、あまり⺟乳に熱⼼ではない。

夜間、早朝の出産は検診にはいない先⽣がしている（アルバイトか？）
結構事務的な感じなので、ドライさを求めているならいいと思う。

⼥性 20 ⼤阪府 東⼤阪市

夏に⾔っても5⽉からずっと花粉症と⾔われ、⼀向に治らないし、薬も変えてくれない。たいしたこ
ともしてないのに処⽅箋をもらいたいだけなのに薬代と別で治療なしで620円とられた。どこでもそ
うかもしれないけど。診察も⽬を⼀瞬で⾒るだけ。
ずっと同じ診察内容だし、もっと細かい原因とこれからどうなるかとかちゃんと説明してほしい。
もっと適切症状の説明やアドバイスを⾔ってほしい。

⼥性 30 岐⾩県 岐⾩市

積極的な診療がもう少し欲しい。
⼼の病気という点でもより具体的な治療⽅針、アドバイス,紹介(仕事など)より幅広く期待したいで
す。
医者と患者という枠を取り除き対等の関係で信頼関係が気づかれるとよい。

⼥性 99 千葉県 流⼭市 受付の看護⼠さんの態度が不満。



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

⼥性 99 兵庫県 宝塚市

取合えづ説明不⾜で、頚部にへその緒が巻いていたのも家に帰ってから⺟⼦⼿帳に書いてあるのを⾒
て知ったくらいです。それに⼀ヶ⽉検診で⾔った時に、結構体重が増えていたので「なんでこんなに
増えているんだ⽣まれた時は平均体重だったのに。」と怒って、このままうちの病院に来るかどうか
今⽇決めるようにと⾔われた。でも出産前は、⾚ちゃん⼤きいなと先⽣が⾔うので、妻は必要以上に
不安になっていた。
⼆⼈⽬の⼦供は、別の病院で出産した、その時の先⽣に、帝王切開の傷後を⾒てこれは酷いですね、
と⾔っていた。もっと勉強した⽅が良い。

⼥性 40 埼⽟県 さいたま市⾒沼区
診察の待ち時間が⻑い（リハビリは⼀度診察をうければ毎回診察しないので待ち時間はほとんどな
い。機械があいてなければ待つ場合もある）

⼥性 30 ⼤阪府 寝屋川市
⾔葉づかいが、病気で不安でしんどい時に あんまり丁寧でなかったので、（少し⼀⽅的でえらそう
だった）そこが我慢できなければ合う⼈と、合わない⼈が出てくると思います。

⼥性 30 東京都 江⼾川区
最初に窓⼝で「どうなさいました？」と聞かれるのは、精神科だけに答えに困ります。アンケートに
記⼊させるなど、配慮をして欲しいです。

⼥性 40 広島県 広島市南区
先⽣の態度がえらそう。診察室に複数の患者がおり、話が筒抜け。プライバシーがない。
この理由により通院をやめました。

男性 99 神奈川県 横須賀市

 同じ診察室で⼩児科・内科の患者さんを同時に診ている（⼆⼈の医師で）。内容がまる聞こえ。
事務の態度も悪い。電話の対応は最悪。
病・医院のあり⽅が問われている時代に「医者はえらいもの」という意識があるように思われる。

男性 40 東京都 東村⼭市

診断結果を明確に教えてくれなかった。下痢で１⽇７、６回トイレに⾏ったと⾔ったのに、⽔分を多
めに取るなどのアドバイスは⼀切なかった。
症状に対して明確な診断とアドバイスが欲しかったところです。



性別 年代 都道府県 市区郡 クレーム・改善コメント

⼥性 30 東京都 中野区

流れ作業のような診察でもっと話をきいて欲しいと感じたから。
患者の話しをきく事も⼤事な診察の⼀つでは？
薬以外いいとこなし。

男性 99 ⼤阪府 ⼤阪市住之江区 トイレだけ、何とかして欲しいかな？
⼥性 30 兵庫県 神⼾市北区 医師と看護⼠の意思疎通が出来てない。

男性 50 東京都 中央区

私の病名は悪性⿊⾊腫（癌）だったのに2ヶ⽉間的外れな治療を⾏い、癌を進⾏させた。５年⽣存率
は９０％から４０％へ落ちた。後で、国⽴癌センタのホームページを⾒たが、素⼈が⾒ても⾃分が癌

 あるいは前癌状態であったことがわかったが、それすらも分からない医師だったといえる。
私の命を返して欲しい。
⾃主的に廃業すべきである。

⼥性 40 福岡県 北九州市⼋幡⻄区

⾮常に冷たい態度で、悩みを話しても何の解決にもならなかった。さらに悪化した。
林⽥先⽣は精神科には向いてないと思う。
患者の苦しみをわかろうとしない。
医師として失格。

男性 99 北海道 札幌市⽩⽯区

⼀度妹の⼦供が誤診され私もまだ迷ってるところがある。
私達は医師を信じることしか出来ないのでテレビなどで⾊々やってるがもっと細かく説明して安⼼さ
せてほしい。

⼥性 30 神奈川県 横浜市南区

受付が無愛想。
看護婦さんでお婆さんぽい⼈が雑だから、もう少し丁寧にして欲しい。もう少しプライバシーが守ら
れてるいいと思う

⼥性 40 神奈川県 横浜市⻄区

 良い所が多いが、待ち時間が⻑いのがつらい。2時間以上待つこともある。
窓⼝の⼈が⾼圧的で、⾮常に感じが悪い。
窓⼝の⼈の態度を何とかして欲しい。（同意⾒の友⼈多数）


