
2020年 12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 12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。 

回答数：27名 

年齢：30 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：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

安心、安全に出産ができると紹介して頂いたので。 

 

●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？ 

スタッフの皆さんがちゃんと話を聞いてくれて優しい。皆さん丁寧で親切ですね。

体のあちこちが痛い時、的確な処置をしてくれた看護師さんに感動しました、感謝

です。入院した数日間、みなさんのお陰で快適に過ごせました。何から何までお世

話になりました。 

 

●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？ 

食事は体の中から健康になりそうで、家でも続けたいと思いました。おやつは手作

りの味でとても美味しくて、あの時間に出してもらえるのが嬉しかったです。お祝

い膳豪華！！嬉しいサプライズもありビックリしました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

娘が無事に産まれる事ができたのは、みなさんのお陰だと思っています。本当にあ

りがとうございました。 
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年齢：30 代    今回の出産：2 人目  当院での出産回数：2人目 

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？ 

前回、お世話になり、2人目もお願いしようと思っていたからです。 

 

●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？ 

旦那さんの付き添いや立ち合いを希望せずにお産に望んだ為、とても不安が多くあ

ったのですが、スタッフの皆様が寄り添い、温かい声掛けやサポートをして下さり、

本当にありがたかったです。赤ちゃんが NICU に入ったため、入院中の面会制限もあ

り、いろいろ考えてしまう状況でしたが、毎日スタッフの方々とお世話する事がで

きそれもとても嬉しかったです。 

 

●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？ 

おやつもお祝い膳も美味しかったです。赤ちゃんのミルクでお祝い膳の時間がずれ

込んでしまった時に温め直してもらえて嬉しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

1 人目のお産は 36 週で心の準備も知識もないまま、訳が分からず進んでいくお産で

痛みしか記憶に残っていませんでした。でも今回のお産は、皆様のご協力やサポー

トがたくさんある中、自分の希望をたくさん聞いて頂く事ができ、指示をもらいな

がら自分でもちゃんと踏ん張って出せた感を味わう事ができました。本当に感謝し

ています。復職した際には、看護や助産というすごいお仕事に何か役に立てる臨床

監査からのできることが無いかを考えながら日々私も仕事に取り組みたいと思いま

す。 

 

 

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：坂東市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

1 人の時も安心して出産出来たから。家から通いやすいから。 

 

●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？ 

スッタフの皆さん 1人 1 人が優しく、こまめに声をかけてくれて付き添いがない中

での出産も不安の気持ちもなく無事に終えられました。 

 

●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？ 

おやつやお祝い膳は本当に美味しかったです。 

 



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：あり  お住まい：さいたま市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

里帰り先の実家から近かった為。 

大きな病院で医療体制が充実していて、安心して出産できると思いました。 

 

●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？ 

とても痛くて、体力のいるお産でしたが、助産師、看護師先生方に声掛けや、スム

ーズにお産にできるようにサポートして頂き、リラックスしてお産に臨むことがで

きました。入院中もスタッフの方々はみんな親切で、分からないことや、困りごと

を聞いて頂き、心強く、快適に入院生活を送る事ができました。 

 

●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？ 

食事はバランス良く、産後に必要な栄養が摂取できる内容だと思います。手作りの

おやつは美味しくて毎回楽しみにしていました。お祝い膳という豪華な食事が頂け

て大変嬉しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

西南医療センター病院で出産できたこと、大変嬉しく思います。スタッフの方々の

温かいご支援のおかげで安心して入院生活を送る事ができました。本当にありがと 

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：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？ 

上の 2人もここで出産しているから。 

 

●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？ 

上の 2人の出産でもお世話になった助産師さんが何人かいらっしゃったので安心で

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？ 

1 人目、2 人目のお祝い膳は病院のものだったが、今回かごやのお祝い膳だったので

びっくりした。 

 



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：坂東市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

1 人目もここで産んで、NICU もあり安心だから。 

 

●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？ 

1 人目同様、助産師さん看護師さん、先生方、みなさん優しく丁寧に対応して下さ

ったので安心して出産・入院生活を送れました。 

 

●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？ 

野菜や魚中心で母乳にはすごくいいなと思います。 

お祝い膳も豪華で美味しかったです。 

 

●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 NICU にお世話になることになりましたが、スッタフのみなさん明るく優しく

丁寧に対応していただき安心しました。お世話になりありがとうございました。 

 

 

 

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？ 

お産だけではなく NICU との連携がしっかりとれているため。 

 

●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？ 

今回も安心して出産できました。 

産後、自分の身体の回復も重視でき快適に入院生活を送れました。 

 

●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？ 

個室でした。お祝い膳、豪華でした。妊娠中我慢していたローストビーフやサーモ

ンのサラダが食べられて嬉しかったです。 

お部屋の掃除も毎日朝丁寧にして下さり感謝です。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

助産師さんによっての対応のばらつきがなく、どの方も優しく親切でした。 

授乳につても的確にアドバイスしてくださり、夜間もこまめに様子を見に来てくれ

ました。退院後も困ったときに相談できる体制は本当にありがたいです。 



年齢：40 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？ 

自宅から最も近い、産婦人科・NICU がある総合病院だったため。 

 

●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？ 

高齢出産で不安も多かったのですが、スタッフの皆様が親切で困っていることなど

を聞いて下さり心強く感じました。 

 

●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？ 

毎日、部屋まで運び、食後は片づけて下さり助かりました。 

 

 

 

 

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：常総市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

予定日が年末というのもあり、ちいさな病院よりも大きな病院の方がいざという時

に安心できそうだったから。また、健診の先生がとても優しく、親切に話を聞いて

下さる方だったため。 

 

●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？ 

緊急の帝王切開でしたが、お医者さんにも助産師さんにも「怖がらなくても大丈夫

だからね」といった声をかけて頂き、すごく不安でしたが無事に出産する事ができ

ました。入院中も、どの助産師さんも優しく、分からないことを気兼ねなく聞けて、

教えて頂けるような温かい環境でした。 

 

●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？ 

個室を利用しましたが、とてもきれいで使いやすかったです。 

ごはんも産後食のおかゆの時からとても美味しかったです。お祝い膳は盛り付けか

ら丁寧で見た目も華やかでとても美味しく頂きました。サプライズも元気が出まし

た。おやつもありがたかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

また子供を授かれたら、ここの病院にお世話になりたいです。 

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：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？ 

自宅から近い場所だったから 

 

●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？ 

助産師さんや看護師さんがとても優しかった。 

 

●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？ 

シャワーもトイレも毎日きれいにして頂けて気持ちよく使えた。 

おやつとお祝い膳はすごくおいしかった。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

健診中からとても良く接してもらえたので安心して出産できた。たくさんわがまま

に応えて下さってありがたかったです。 

 

 

 

 

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：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

持病があったため 

 

●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？ 

スタッフみなさん優しく声かけして下さり、寄り添ってくれていると感じられた。 

コロナで立ち会い、面会禁止の中、不安でいっぱいだったが、出産の時ずっと付き

添ってくれて本当にありがたかったし、安心できました。 

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？ 

3 回目の入院でしたが、お祝い膳がリニューアルしていてとても良かったです。 

サプライズも心温まりました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

入院準備リストをもう少しコロナ対応更新した方が良いかと 

 



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：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

持病があり、ハイリスク妊婦のため 

 

●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？ 

先生や助産師の方たちが常に声掛けをして下さり、色々な相談にも親身に聞いて下

さりとても心強かったです。特に辛い陣痛の際に、付きっきりで対応して下さった

森さん、宮下さんにはとても励まされました。お 2 人のおかげで頑張れたと思いま

す。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？ 

シャワーのお湯が時々、熱湯になるのが辛かったです。 

ご飯はとても美味しく完食です。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

コロナで大変な時期でしたが、全てのスタッフの方たちが優しくいつも笑顔で対応

されていてとても素敵な時間を過ごせました！！また次もこちらでお世話になりた

いです。また、他の人にもおススメしたいと思いました。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

年齢：20 代    今回の出産：2 人目 当院での出産回数：初めて 

里帰り：あり   お住まい：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

NICU があるため 

 

●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？ 

帝王切開だったため傷の痛みなど助産師さんがサポートしてくれた 

 

●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？ 

お祝い膳は美味しかった 

 

●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：20 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？ 

上の 2人もここで出産しているから 

 

●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？ 

上の 2人の出産でもお世話になった助産師さんが何人かいらっしゃったので安心で

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？ 

1 人目、2 人目のお祝い膳は病院のものだったが、今回かごやのお祝い膳だったので

びっくりした。 

 

●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：2 回目 

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？ 

近いのもあり、NICU があるので 

 

●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？ 

先生や助産師さん、看護師さんの対応が優しかったので産後の不安な事をサポート

して頂き助かりました。 

 

●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？ 

お祝い膳が 2 回に分けられていたので楽しみがあって良かったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

コロナ禍で大変なところ、妊娠、出産をサポートして頂き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：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？ 

NICU もある総合病院が希望 

 

●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？ 

初めての出産を終え、不安だらけでしたが看護師さん、助産師さん、みな優しく接

して頂きどうにか退院できそうです。 

 

●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？ 

全ての食事、美味しく頂き完食しました。病院食は栄養バランスがしっかり摂れる

ようになっていますが、改めて日々の食事を見直そうと思った。 

お祝い膳 2回もありビックリ。 

 

●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。スタッフのチームワークも良く、みなさんに良

くして頂きました。この、入院生活で色々な面で刺激を受けました！ 

もし、2人目も授かったときはこちらでまた出産したいくらい良かったです。 

 

 

 

 

 

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： 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

1 人目の子供もお世話になった病院だった為 

 

●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？ 

コロナの中、立ち合いも出来ず不安でしたが、助産師さん達の支えで安心して出産

ができました。 

 

●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？ 

前回に比べて、特にお祝い膳がとてもごうかでおいしく頂けました！ 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

助産師さん、看護師さんがとても親切で入院中安心して過ごせました。今後また機

会があればまた西南で産みたいと思っています。5日間ありがとうございました。 



年齢：40 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：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

 

家から近く、ＮＩＣＵもあり、万が一の時にも安心と感じたため。 

●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？ 

長丁場となった陣痛のなか、少しでも進むように、少しでも痛みを軽減できるよう

に、と足湯や丁寧なマッサージ、大きなクッション、温パット等、助産師さんの手

厚い対応に感謝しました。産前・産後、いろんな方が声をかけてくださり、うれし

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？ 

お祝い膳やおやつがおいしかったです。 

お祝い膳のサプライズで感動しました。 

設備もきれいで、お部屋も快適でした！毎食も健康的でうれしかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

コロナ禍で制限も多かったですが、1人目の時よりも思い出深い、良い出産経験を

することができました。 

 

 

 

 

 

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：あり   お住まい：常総市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

NICU と設備が整っているため。 

 

●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？ 

分娩の時は不安だったけど、声かけてくれたりすぐ水ものませてくれて勇気出た。 

 

●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、いっぱいあっておいしくてお腹いっぱいになった。 

 

●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：坂東市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

1 人目も出産したのでその流れで出産 

大きな病院だったので、安心だったため。 

 

●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？ 

今、コロナで面会が出来ない分、1 人のなかで毎回顔を合わせる先生達の対応にけ

っこう励まされた。 

 

●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？ 

食事では、婦人と他の科の食事を分けたら良いと思う。 

病院食って感じが他の病院とくらべたらある。 

 

●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：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？ 

実家から一番近く、通院しやすかったから 

 

●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？ 

初めての事で戸惑いもあったが、赤ちゃんに会えて嬉しかった。看護師さんたちが

とても優しく色々教えてくれたので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？ 

とても美味しかったです。クリスマスメニューも豪華で、お祝い膳もすごかったで

す。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

初めてのお産で不安な気持ちをくみとって下さりたくさん話を聞いて頂けました。

赤ちゃんの事や私の体調のことも気にかけて下さり、親身になって対応して頂けて

本当に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 人目 

里帰り：なし   お住まい：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

妊娠前から通っていたのもあって 1人目もここで産んだので安心して産めると思い

西南を選びました。 

 

●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？ 

とーっても痛かったですが陣痛、分娩時の助産師さんがすごく良い方で励まされな

がらなんとかお産できました。出産疲れで夜中眠れなく母児同室が辛かったですが

助産師さんにアドバイス、協力してもらって頑張れました。とても感謝しておりま

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？ 

部屋で調乳できないのは不便だと思いました。産後のおやつも美味しかったし、お

祝い膳が 2食（洋食バージョン・和食バージョン）でてきて豪華でびっくりしまし

た。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

出産後、どのような予定なのか予定表をもらうのが分娩 1 日目の夜で遅かったので

これからは書類関係をちゃんと渡してもらいたいです。 

コロナの検査が間に合わず立ち合い出産ができなかったのも心残りです。 

 

 

年齢：20 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：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

境町で一番大きな病院だから 

 

●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？ 

先生、スタッフみんな優しい！！ 

 

●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？ 

美味しかった 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

先生、助産師さんとにかくみんな優しい！！聞きやすいし頼みやすい！！ 

 

 



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：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の出産同様、安心して産めるので選びました。 

 

●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？ 

先生や助産師さんが優しく接してくれて、会話をしてくださって心が落ち着いた。

コロナで面会なども全くなく寂しかったが、子ども 2 人との時間を十分に持つ事が

できた。コロナで大変な中、仕事をして下さりありがたいです。 

ありがとうございます。 

 

●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？ 

前回の出産の時とは違うお祝い膳でした。通常のご飯とは違うので、やはりご飯の

時間が楽しみでした。とても美味しく頂きました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

長いようで短い入院期間、前回の出産（3年前）を覚えていてくれたスタッフの方

がいて…。とっても嬉しかったです。今回もこの病院にしてよかったなぁーと思い

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   お住まい：品川区 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

実家から近かったため 

 

●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？ 

助産師さんたちがとても優しかった 

担当医の小島先生の説明がとても分かりやすくて、丁寧で安心して身をまかせられ

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？ 

最後の 2 日間の午後のおやつがとっても美味しかったです。アップルパイとフォン

ダンショコラとっても美味しかったです。 

夜のお祝い膳：おいしくて、おいしくて量もちょうど良かったです 

昼のお祝い膳：大満足です。ご飯中にベビーを預かって下さり助かりました 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください  

本当に快適に 1 週間過ごさせていただきました。西南医療センターでお産して本当

に良かったです。ありがとうございました。先生、助産師の方々がいて下さったか

ら頑張れました。最後、これとこれは購入したら使えるかもを教えてもらったら嬉

しかった。（例）ニップルシールド、小さい哺乳瓶等 

この時期の出産は初めてで少し不安がありましたが皆様のおかげで安心して産めま

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   お住まい：久喜市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

こちらで出産した知り合いや友人が多いことや、リスクのある妊婦さんも受け入れ

ているということで安心感があったため。周産期医療センターというのも決め手の

1 つです。 

 

●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？ 

誘発分娩から、緊急帝王切開での出産となりました。出産は何があるか分からない、

命がけということを実感しました。コロナの影響で面会が出来ず、心細かったです

が、助産師の皆様がとても親切にしてくださったので快適に過ごす事ができました。 

 

●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？ 

今回、個室を希望しましたがとてもキレイでした。産後は痛みや疲れがあるのです

ぐにトイレやシャワーに行けるのも良かったです。お祝い膳はもちろん、普段の食

事もとても美味しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

初めての出産で不安でしたが、皆様の素晴らしいサポートのおかげで乗り越える事

ができました。本当にありがとうございました。これからが本当のスタートという

ことで頑張りたいと思います。 

  



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：小山市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

自身が高齢出産である事、実家が近いこと、NICU があること以上 3 点を踏まえて選

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？ 

コロナ禍で両親学級等も全て中止となり、不安も大きかった中、予定日よりもかな

り早い段階での出産となり、心配が絶えませんでしたが、森助産師さんをはじめ、

スタッフのみなさんの力添えによって無事に出産する事ができました。入院中も皆

さんの優しい声掛けやお気遣いによって安心して過ごす事ができました。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？ 

産後の身体に優しい、バランスの良い食事でした。 

お祝い膳美味しかったです！！ 

個室を利用しましたが、トイレ、シャワー、冷蔵庫がありゆっくり休めました。 

 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

貴院を選んでよかったです。次の機会があった際にはお世話になります。 

  



 

～産科病棟スタッフより～ 

 

・入院準備リストをもう少しコロナ対応更新した方が良いかと 

→リストを見て準備したにも関わらず、現在コロナ対応で改善が不十分であったこ

と、誠に申し訳ございませんでした。コロナ対策については、病棟師長をはじめ、

適切に対応できるよう日々改善している所であります。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

・出産後、どのような予定なのか予定表をもらうのが分娩 1日目の夜で遅かったの

でこれからは書類関係をちゃんと渡してもらいたいです。 

→申し訳ございませんでした。入院生活を快適に過ごせるよう、今後は遅れないよ

う周知していきます。 

 

・コロナの検査が間に合わず立ち合い出産ができなかったのも心残りです。 

→児の誕生をご夫婦で分かち合うことはとても大切なことです。今回検査が間に合

わず立ち合いが出来ず申し訳ございませんでした。コロナウイルス感染状態が刻々

と変化していますので、感染拡大を防ぐために検査についても日々変わります。ご

理解とご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

・食事では、婦人科と他の科の食事を分けたら良いと思う。病院食って感じが他の

病院とくらべたらある。 

→婦人科・妊婦・褥婦で、総カロリー・栄養価の異なる食事を提供させて頂いてお

りますが、栄養科にも意見を提示し、改善してもらえるよう、話し合いを設けてい

きたいと思います。 

 

・これとこれは購入したら使えるかもを教えてもらったら嬉しかった。 

→ご意見ありがとうございます。患者様に有益な情報提供をしていけるよう、日々

関わらせていただきます。 

 

 

 

 
 

アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。 

皆様の貴重なご意見を参考に、 

より良い病棟づくりに努めていきます。 
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