
 

  2020年 7月 
 
 

 

 
 西南医療センター病院で出産されたお母様方から感想を頂きました。

2020年 7月のアンケートから抜粋しています。 

 

西南医療センタ―病院では、24時間産婦人科医の待機、自前の NICU

との連携で分娩に取り組んでいます。今後も母体・赤ちゃんの安全を第

一に、また、当院で過ごす時間をよりご満足いただけるものにすること

目指しています。 

 
患者様より「普通のお産はやっていないですか」という質問がありま

した。当院は地域周産期母子医療センターではありますが、ハイリスク

分娩以外の通常分娩も受け入れています。分娩のご相談など、随時受け

付けておりますので遠慮なくご相談ください。 
 

 
年齢            ： 20代   

今回の出産      ： 3・4人目 

当院での出産回数： 3回目   

里帰り          ： なし     

お住まい    ： 古河市   

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

長女、長男を産んでいたから。 

 
●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

不安な時にたくさん励まして頂いて助かりました。入院中も過ごしやすかったです。 

 
●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

特に不安もなく過ごせました。お食事もお祝い膳が豪華になっていて驚きました。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

看護師さん、1人１人がとてもやさしく、気を使っていただけて嬉しかったです。ありがとうござい

ました。 



 

年齢            ： 30代  

今回の出産      ： 2人目  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り          ： なし   

お住まい        ： 幸手市  

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

里帰りがコロナの影響で出来なくなったこと。 

妊婦健診で通院していた病院は個人病院であったため、安心できる医療センターを選びたかったため。 

 
●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

サポートをたくさんしていただき感謝でいっぱいです。 

 
●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

設備やお部屋は十分だと感じました。毎食の食事はもう少し楽しみになるようなメニューだと良いな

ぁと思います。おやつやお祝い膳は美味しくいただきました。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

とくにありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢            ： 30代  

今回の出産      ： 3人目  

当院での出産回数： 3回目  

里帰り          ： なし   

お住まい        ： 幸手市  

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

上の 2人も西南で出産しているため。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

看護師さんがとても優しかったです。 

 
●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

おやつ、お祝い膳、とてもおいしかったです。毎食の食事も温かいまま食べられて良かったです。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

お祝い膳の際のメッセージカードがとてもうれしかったです。 



 

年齢      ： 20代   

今回の出産   ： 初めて  

当院での出産回数：  初めて  

里帰り     ：  なし    

お住まい    ： 無記名  

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

義実家からのすすめ。 

 
●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

お産は分からないことだらけで予測できないことも多く不安だった。 

コロナも心配だった。 

 
●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

お祝い膳が 2回出るのはうれしかった。 

水・お茶は自由に飲める設備があるともっとよいと思った。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

妊娠時から退院までサポートありがとうございました。 

 

 

 

 

 
年齢            ： 20代   

今回の出産      ： 初めて  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り          ： あり     

お住まい        ： 板倉市   

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

実家から 15分くらいと近いため。 

個人病院より安心して出産できると思ったため。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

先生や助産師さん、皆さんがとても丁寧で温かく安心することが出来ました。 

赤ちゃんの様子を細かく見て下さり、お世話の仕方を優しく教えていただきありがたいと感じました。 

 
●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

きれいなお部屋で過ごしやすかったです。 

食事もおいしかったです。お祝い膳の時に主人からのメッセ―ジがついていた事に驚き、感動しまし

た。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

細かい心配りが素敵でした。初めての事で、上手くできないときも、「大丈夫ですよ、上手ですよ」

と言って頂き優しさを感じました。本当にありがとうございました。 



 

年齢            ： 30代   

今回の出産      ： 初めて  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り          ： あり（同町内実家） 

お住まい        ： 八千代町 

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

NICUがあり、出産時に何かあった時に安心だと思いました。また、産婦人科受診時に待ち時間が短く、

スムーズに受診できたので、今後の健診時も助かると思い、決めました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

医療スタッフの方々のサポートが手厚く、不安が解消できて良かったです。1つ 1つの検査や今後の

流れなどについてもきちんと説明していただけるので、安心して過ごせました。助産師さんも親身に

寄り添ってくれて相談しやすかったです。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

十分すぎる内容で、特にお祝い膳はとても豪華でびっくりしました。産後は外食にもなかなか行けな

いと思うので、このようなサービスはとてもうれしかったです。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 

 

 

 

 

 

年齢            ： 40代   

今回の出産      ： 4人目   

当院での出産回数： 初めて   

里帰り          ： なし   

お住まい        ： 五霞町  

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

切迫早産になるとの事でこちらの病院を紹介されました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

切迫早産で入院中。心配と不安もありましたが、助産師さん・看護師さんに話を聞いたり、一時退院

できるまで不安にならず、に過ごせました。また、お産も同様、お世話になっていた助産師さん・看

護師さんの顔をみて安心していました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

食事が私には少し合わなかった（魚・肉が苦手だったため）。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

痛みはあったけれど、不安なく過ごせました。 



 

年齢            ： 30代   

今回の出産      ： 3人目  

当院での出産回数： 初めて   

里帰り          ： なし   

お住まい        ： 古河市  

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

地域で一番信頼できる病院だと思ったので。 

コロナの流行の中、安心して出産できる病院だと思いました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

先生・助産師さんに手厚く身体的にも精神的にもサポートして頂きありがたかったです。不安なとこ

ろや出産後も自分の思っていたような経過とは違っていることも多く（身体面で）疲れることがあり

ましたが、いつも話をよく聞いてくれ、アドバイスを頂けてありがたかったです。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

十分すぎるほど、楽しませて頂きました。出産で疲れた体にしみました。ありがとうございました。 

 
●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

何でも相談できる方々に囲まれて出産する事ができ、リラックスして過ごすことができました。 

本当にお世話になりました。 

 

 

 

 

年齢         ： 30代   

今回の出産      ：  3人目  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： なし   

お住まい    ： 常総市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

赤ちゃんが小さかったから（他院より転院） 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

陣痛中・出産中たくさん励ましてくださり、汗だく、血まみれになっているのに一生懸命で携わって

下さったスタッフの方々に感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

お祝い膳が出産した次の日に出ました。パパからのメッセージもそえて下さり感動しました。 

おやつもおしゃれなケーキを食べられてよかったです 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

以前は胞状奇胎が見つかり、こちらで手術してもらい今回は急遽な入院でしたが大変お世話になりま

した。娘も可愛がっていただきうれしく思いました。これからも大変でしょうが頑張って下さい。お

世話になりありがとうございました。  

 



年齢         ： 20代  

今回の出産      ：  3人目  

当院での出産回数： 3回目  

里帰り     ： あり   

お住まい        ：宮古島  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

上の 2人もここだったから。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

「無理はしないで」と言うスタッフの気持ちがとても伝わってきてとても過ごしやすかった。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

毎食の食事が質素すぎる。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢         ： 20代    

今回の出産      ：  3人目   

当院での出産回数： 3回目   

里帰り     ： あり      

お住まい    ： 八千代町  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

2人目までここでお産しているから。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

言葉使いなどとても丁寧。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

とてもおいしかった。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 



年齢         ： 30代   

今回の出産      ： 2人目  

当院での出産回数： 2回目  

里帰り     ： あり   

お住まい    ： 結城市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

NICUがあるため赤ちゃんに何かあった時に対応が可能であると思った為。 

 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

スタッフの方々はとても親切で、不安なことでも聞いて下さり、アドバイスをしてくれたので安心し

て入院生活を送る事ができた。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

食事は病院食なので仕方ないと思った。 

おやつやお祝い膳はよいと思うが、お祝い膳は温かいまま食べたかった。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢         ： 20代   

今回の出産      ： 2人目  

当院での出産回数： 2回目  

里帰り     ： あり   

お住まい    ： 久喜市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

1人目もこちらだったので。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

アドバイスをもらいながら、夜中も安心でした。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

お祝い膳がおいしかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 



年齢         ： 30代   

今回の出産      ： 3人目  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： なし   

お住まい        ： 久喜市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

最初は地元の病院を受診したところ、大きい病院を勧められ、主人の実家近くの西南医療センターへ

通うことになりました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

3回目の手術でしたが、久しぶりで緊張し不安でした。手術室へ入ってからもずっと声を掛けて下さ

り、入院中も毎日声をかけてくれて楽しく過ごす事が出来ました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

個室にしましたが、帝王切開だった私には良かったです。トイレもシャワーもきれいで、テレビ、冷

蔵庫もあって良かったです。ゆっくりできました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

ありがとうございました。働いている皆さんのおかげでコロナの時期でも無事に過ごす事が出来まし

た。帝王切開で最後の出産でしたが、最後を西南でできて良かったです。携わってくださったみなさ

まありがとうございました。 

 

 

 

 

年齢         ： 20代   

今回の出産      ：  初めて  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： なし   

お住まい    ： 坂東市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

知り合いに勧められたため。何かあった時に個人院より安心できるため。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

お産はとても大変で、命の大切さ、素晴らしさを身に染みて感じる事が出来ました。 

母児同室、最初は不安でしたが、サイクルになれると泣いている姿も可愛くて、愛くるしくて不安な

ど吹っ飛びました。子育ては想像以上に大変ですが自分のペースで頑張りたいです。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

毎日の食事が楽しみなくらいとてもおいしかったです。お祝い膳は本当に驚きました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

突然の入院延長に子供だけになってしまって、少し自分を責めてしまいましたが、助産師さんや看護

師さん、先生、学生さんに優しく励まして頂き、自分自身気持ちが少し楽になり前向きになる事がで

きました。本当にありがとうございました。感謝しています。 

 



年齢         ： 10代   

今回の出産      ： 2人目   

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： あり    

お住まい    ： 白岡市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

実家近くの総合病院が西南さんだったから。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

助産師さんや先生のサポートがすごくて安心して産めたし、不自由のない入院生活が送れた。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

毎食おいしかった。おやつまであるなんてビックリしました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

NICUの先生たちも、産婦人科のスタッフさんたちは丁寧で親切で、優しくて不安もあんまりなく生活

出来ました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢         ： 20代   

今回の出産      ： 2人目  

当院での出産回数： 2回目   

里帰り     ： あり   

お住まい    ：久喜市   

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

娘の時もこちらの病院だったので、卵巣嚢腫があり、こちらで手術しているし、健診も来ているから。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

今回は入院期間の長い妊娠、出産だったけど、先生も助産師さんも皆さんとても仲良くしてくれて、

話しやすくて、ここの病院にしてよかったなって思っています。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

設備に関しては特になく、お部屋のきれいだし、個室も高いわけではなく。 

毎食のご飯は個人院と違って、病院食だなって感はありますが、おやつとお祝い膳に関しては申し分

なく、おいしく頂きました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 



年齢         ： 30代     

今回の出産      ： 3人目    

当院での出産回数： 2回目    

里帰り     ： なし      

お住まい        ： 八千代町  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

自宅から通いやすいのと、1人目の出産でお世話になったから。 

大きな病院で何があっても安心と思えた。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

陣痛から、出産まで丁寧にサポートして頂いてとても心強かった。 

指示も的確で、分かりやすかった。 

胸が張って痛い時も、アドバイスして頂いたり、冷やしてくれたりして楽になりました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

暑く感じたが、静かで落ち着て過ごせた。各ベッドにゴミ箱がなく。捨てに行くのが面倒だった。 

ドライヤーの貸し出しがあって助かった。 

食事の量も丁度良くおいしかった。お祝い膳もとても量が多くてお弁当でしたが良かった。おやつが

あると思わなかったのでうれしかった。温かいお茶が何気にほっとできておいしかったです。 

最後の夜のお祝いディナーもとてもおいしくて満足でした。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

入院中は大変お世話になりました。また、病院には家族共々お世話になると思いますが、よろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

 

 

年齢         ： 20代   

今回の出産      ：  初めて  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： あり   

お住まい    ： 久喜市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

ここの脳外科にかかっていて産科があったため。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

看護師さん、助産師さん等、優しく接していただき、分娩中の声掛けに励まされ、産後は赤ちゃんの

授乳の仕方を日中・夜間見て下さり、こちらからの質問に親身に答えて頂いて入院中も安心して過ご

す事が出来ました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

特に不満なし。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 



年齢         ： 30代    

今回の出産      ：  4人目   

当院での出産回数： 4回目   

里帰り     ： なし   

お住まい        ： 下妻市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

赤ちゃんに問題が起きた時、NICUがあるから安心できると思いました。 

先生も助産師さんも、すごく親切に対応してくれるので毎回お世話になっています。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

4回目の出産でしたが、何回産んでも不安になります。 

すごく親切にしていただき、安心して出産できました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

毎日掃除が入って、すごく清潔だと思いました。お祝い膳がすごくおいしかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

親切にしていただき、ありがとうございました。 

お祝い膳についてくる旦那さんからの手紙うれしかったです。 

 

 

年齢         ： 20代   

今回の出産      ：  3人目  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： なし   

お住まい        ： 結城市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の出産が、双子で帝王切開だったためリスクを考え、個人病院よりも総合病院を選びました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

2回目の帝王切開でしたが、前回が 4年前ということもあり、出産がとても怖かったです。 

しかし、「○○の点滴します」や「ここに針を刺します」「少し押します」など細かく説明をしながら

手術を進めてくれたおかげで、怖さが減りました。産後も看護師さんたちが、優しく明るく話しかけ

てくれたり、丁寧に赤ちゃんのお世話をして下さったり、とても感謝しています。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

コロナの影響で面会は制限されていましたが、個室は大きくて大きめの冷蔵庫、冷凍庫もありたくさ

んの方が面会に来ても大丈夫だなと思いました。 

食事は毎食おいしくいただきました。お祝い膳はとても豪華で温かく 2回も出て嬉しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

毎日、赤ちゃんの体重や体調、私の母乳について、とても細かく、気にしていただいてとても感謝し

ています。帝王切開後、ベッドから起きられない日が続き、赤ちゃんに会えずにいましたが、看護師

さんたちが「今日の朝、一番大きな声で泣いていたよ」「さっき、おしっことうんちがいっぱい出た

よ」などと赤ちゃんの様子を教えてくれてとても安心しました。 

 



年齢         ： 30代   

今回の出産      ： 3人目   

当院での出産回数： 3回目  

里帰り     ： なし  

お住まい        ： 古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

何かあった時、すぐに対応してもらえるから安心。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

些細なことでもすぐに対応してくれ、忙しくても優しくてとても感動しました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

快適でした。お祝い膳やおやつのサービスが好きです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

ホームページで病院の情報がもう少し詳しく載っていると助かります。 

 

 

 

 

年齢         ： 30代  

今回の出産      ：  初めて  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： あり   

お住まい        ： 境町   

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

初めての出産ですごく不安だったので、何かあった時対応してくれる総合病院で産みたかったから。 

NICUがある病院で産みたかったから。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

コロナの影響もあって、旦那さんが付き添えないのではないか？とか本当に、本当に不安でした。予

定日よりだいぶ先に破水してしまって、準備もできないままお産も進んでしまって…。でも、何とか

乗り越えられました。陣痛も帝王切開も経験してこんなに痛いのかと思いました。やはり、家族や医

療スタッフさんがいないと乗り越えられなかったです。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

部屋は個室で快適でした。 

おやつも出ることを知らなかったので嬉しかったし、お祝い膳も豪華で良かったです。 

デザートがおいしかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

初めてのお産で本当に、本当に不安でした。突然破水してしまってどうしようかと思いましたが、最

初から最後まで、スタッフのみなさんが優しくしてくれて、本当にうれしかったです。 

授乳もおむつ替えも最初から優しく教えて下さり、授乳もスタッフさんに付き添って教えて

いただきました。本当に、本当に優しくして下さりありがとうございました。 

 



年齢         ： 20代   

今回の出産      ：  初めて  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： あり     

お住まい        ： 千葉市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

叔母が西南医療センターで出産したので、安心して出産できるかなと思いました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

どの助産師さんも先生も最初から最後まで優しくサポートしてくれたので、不安なく出産も入院生活

も過ごす事が出来ました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

今回は個室を利用しました。部屋はもちろん、産婦人科病棟全体もとてもきれいに保たれていて、過

ごしやすかったです。 

食事の量も丁度良く、退院前日のお祝い膳はとても豪華でした。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

年齢         ： 30代   

今回の出産      ：  2人目  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： なし   

お住まい        ： 五霞町  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前置胎盤のため。 

自宅から近いため。 

安心安全に出産するため。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

皆さん優しくしてくれて、ゆったり過ごす事が出来ました。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

毎食おいしく食べられました。 

お祝い膳も 2回あり楽しめました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 

 



年齢         ： 30代   

今回の出産      ： 2人目  

当院での出産回数： 初めて  

里帰り     ： なし   

お住まい    ： 古河市  

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

不妊治療から受診していたため。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

スタッフがとてもよく、安心してお産に臨む事ができた。 

前回がお産に対していい印象がなかったので、今回こちらで出産できて良かった。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

食事はおいしくなかった。お祝い膳は豪華で美味しかった。 

個室はきれいだった。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

出産～退院までとても良くして頂いてありがとうございました。 

陣痛から出産まで多くの方に励まされました。 

 

 

年齢            ： 30代   

今回の出産      ： 2人目   

当院での出産回数： 2回目  

里帰り          ： なし    

お住まい        ： 筑西市  

 
●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

以前より婦人科でお世話になり、1人目の出産後も大変だったため、不安もありまたこちらでお願い

したいと思いました。 

 

●お産や入院中を通してどのような感想を持たれましたか？ 

今回のお産も大変でしたが、先生方・助産師さん・学生さんの連携が本当に素晴らしく、辛いながら

も安全なお産ができて主人と共に安堵しております。2人目の子でも生まれたばかりの赤ちゃんの扱

いや母乳の出し方についてとても不安でした。日中・夜中を通して皆さんがとても親切かつご丁寧に

アドバイスして下さったお陰で自信をもって母乳での育児が出来そうです。 

 

●入院中の設備やお部屋、お食事（毎食のお食事、おやつ、お祝い膳）などのサービスに関して 

どのように感じましたか？ 

お部屋は毎日きれいにしていただき、トイレ・シャワー室もきれいで快適な入院生活でした。毎食バ

ランスよくおいしくいただき、おやつ・お祝い膳も無事にお産を終えた自分へのご褒美としてとても

嬉しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

なし 
 

 

アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。 


