
 

 

 

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。 

2021年 5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・小児科医が待機し、

産科と NICUが連携して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頂けるものにするこ

とを目指しています。 

 

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：２８名 

 

 

 

 

年齢：40 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：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

 

●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？ 

優しい助産師さんたちが多く、話しかけやすい環境だったので不安に思っているこ

とや、分からないことが聞きやすかった。 

 

●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？ 

とても良かったです。食事も美味しく頂きました。 

 

  



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：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

知人の紹介 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

助産師さんたちみんな優しく、お産から入院中もずっと安心できました。 

心配なことについても丁寧に教えて下さり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？ 

部屋の乾燥が少し気になりましたが、それ以外はとても快適でした。 

お祝い膳のメッセージ嬉しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

もし、2 人目も授かった時はまたこちらで出産させていただきたいです。 

 

 

 

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：なし  お住まい：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

陣痛中は助産師さんが苦しい時、サポートして下さって、とても心強かったです。 

産まれたら、助産師さん、先生方、その他のスタッフの方々がおめでとうと声を掛

けて下さり嬉しかったです。母児同室は初めてで不安でしたが、赤ちゃんをみれな

い時は預けたりできたので良かったです。 

 

●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？ 

ご飯が健康的で美味しかったです。 

お祝い膳はデザートがついていて豪華でした。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

無事にお産を終える事ができて、心から感謝しています。 

  



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：坂東市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

知人の紹介 

西南の HP を見て 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

助産師さんも先生もスタッフさんも親切な方が多くて良かった。 

ここでお産ができて本当に良かったです。 

 

●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？ 

食欲がないことが多かったが、主食をご飯からパンやうどんに変えてもらって良か

った。毎食の食事はあまり進まなかったが、産後のおやつや特にお祝い膳は豪華で

美味しかった。 

 

 

 

 

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：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

知人の紹介 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

産後で体調がすぐれない中、母児同室でしたが、夜は NICU の方で預かって頂いてと

ても助かりました。 

 

●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？ 

個室でしたが、シャワー、トイレ付きで日当たりも良くとても過ごしやすかったで

す。おやつもお祝い膳のサービスもとても嬉しかったです。 

 

  



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：なし  お住まい：野木町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

家族（又は親戚）の紹介 

西南 HP を見て 

NICU があるから 

 

●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？ 

先生も助産師さんのみなさんもスタッフの皆さまもとても丁寧に親身になって対応

して下さってとても心強かったです。 

母乳の指導もとても気にかけて下さってありがとうございました。 

PCR 検査も早く対応して下さって主人も立ち合いができ、とても喜んでいました。 

 

●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？ 

最初、大部屋で途中から個室でしたがどちらもとても清潔で安心して過ごせました。

食事も私には十分すぎる量でした。おやつもお祝い膳もとても美味しく頂きました。

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 

入院する前はどうなるかとても不安でしたが、病院の皆さまがとても丁寧に対応し

て下さって安心して無事出産もできました。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？ 

実家・自宅から近かったから   家族（又は親戚）の紹介 

西南 HP を見て   NICU があるから 

その他（家族が産まれた病院だから） 

 

●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？ 

とても安心できた 

 

●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？ 

良いお部屋だった 

  



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：野田市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

 

●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？ 

産後のケアが手厚くて、とても安心して入院できました。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？ 

ご飯もおやつもとても美味しかったです。 

お祝い膳も豪華で美味しく食べすぎました。 

設備などは、個室の洗面台にペーパータオルがあればと思いました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

今回、2 人目の出産でした。持病があるため１人目の時に他の病院から紹介された

のですが、看護師さんたちはみんな優しくて、1 人目で不安だらけの出産も安心し

て乗り切れました。ここを紹介して頂けて良かったです。優しく丁寧な先生、看護

師の皆さま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？ 

他の病院からの紹介 

 

●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？ 

出産前の入院中、空調管理が個別で出来なかった。 

無料部屋の冷蔵庫が有料なのにただの保冷庫で、全然冷えなかった。 

有料個室は、トイレのドアが少し重くて傷に響きました…。 

 

●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？ 

朝ごはんがいつも沢山で、お昼まで短く、食べるのが大変だった。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

看護師さん、助産師さん、先生、清掃の方、みなさんとても優しくして下さり 

入院生活楽しかったです！ 

 



年齢：30 代    今回の出産：2 人目  当院での出産回数：2 回目 

里帰り：あり  お住まい：未記入 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから    実家・自宅から近かったから 

NICU があるから    帝王切開後の経膣分娩が可能だから 

 

●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？ 

コロナ禍での出産は不安が多かったですが、医師・看護師・助産師…お産に関わる

全ての方々がとても親切で、安心して出産する事ができました。特に私は帝王切開

だったため、術前の不安や術後の痛み等でスタッフのみなさんにご心配をおかけし

ましたが、優しくフォローしてくださいました。本当に感謝しかありません。 

 

●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？ 

お祝い膳が洋食と和食と 2 回あって驚きました。1 人目の出産の時は洋食のみだっ

たので嬉しかったです。どちらもボリュームたっぷりで食べきれないほどでした。

とても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 

とても暑い日があったりしましたが、空調設備が暖房のみでした。赤ちゃんがいる

ので温度設定が高めなのだと思いますが、少しだけ温度が下がると、親も赤ちゃん

も過ごしやすいのではないかと思います。みなさん本当に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：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

知人の紹介 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

医師、看護師をはじめ、スタッフの皆さんがとても優しく、声を掛けやすい。 

初めてのお産、育児だったので、分からないことだらけだったため、親身になって

話を聞いてくれるのは本当に助かったし、嬉しかった。 

 

●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？ 

空調がまだ暖房の設定で、つけずに過ごすことになってしまった。おやつは美味し

かった。お祝い膳は昼・夕共に豪華で美味しい。量も満足。 

普段の食事、特に朝ご飯は量が少なく感じる。 



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：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の妊娠で高血圧と糖尿で帝王切開だったため、初めから大きい病院にしようと

思った 

 

●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？ 

助産師さんたちが頻繁に声を掛けてくださったので安心して入院できました。 

 

●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？ 

お祝い膳のサプライズ泣いてしまいました。 

コロナで家族に会えなくて寂しかったので、とても嬉しかったです。 

 

 

 

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：未記入  お住まい：古河市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

 

●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？ 

助産師さんが優しいので不安なことも聞きやすくて、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？ 

おやつが毎日出てくるのが嬉しかった。 

食事中に掃除が入るのが少し嫌だった。 

 

 

 

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：春日部市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

 

●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？ 

お産中、入院中は助産師さん、看護師さんが優しく声をかけてくれ、安心して過ご

す事ができました。 



年齢：30 代    今回の出産：2・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？ 

双胎妊娠の為 

 

●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？ 

コロナ禍で主人の付き添いなしの出産でしたが、陣痛中も何度も助産師さんが来て

下さってサポートしてくれたり、分娩室でも双胎出産のため、たくさんの先生やス

タッフの皆さんが大きな声で応援して下さって、ひとりの寂しい出産ではなく、パ

ワーをたくさんもらって本当に心温まる出産になり、産婦人科の皆さまには感謝の

気持ちでいっぱいです。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？ 

長い入院生活でしたが、選択メニューが毎週あり、毎週の楽しみでした。 

総合病院なのにお祝い膳を提供して頂けて嬉しかったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

切迫早産で出産と合わせて 1 か月半の入院生活でしたが、コロナ禍で面会禁止の寂

しさを感じさせないほどスタッフの皆さんが声を掛けてくださって嬉しかったです。

退院するときに、皆さんと会えなくなると思うと寂しかったです。患者の心に寄り

添ってくれる素敵な産婦人科のスタッフのいる西南医療センター病院で出産できて

本当に良かったです。お世話になり、本当に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：2 回目 

里帰り：あり  お住まい：東京都葛飾区 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

たくさんの診療科があるので、何かあった時に対応してくれると思ったので 

 

●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？ 

看護師さんの優しさや親切さを常々感じました。 

 

●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？ 

特に問題なく、満足です。



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：なし  お住まい：境町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

実家・自宅から近かったから 

NICU があるから 

 

●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？ 

助産師さんたちに、腰をさすってもらったりして頂いてとても助かりました。 

 

●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？ 

とても過ごしやすかったです。食事も美味しかったです。 

 

 

 

 

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：あり  お住まい：千葉県流山市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

家族（又は親戚）の紹介 

NICU があるから 

 

●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？ 

小さいころからこの病院でお世話になっており、母もこちらで出産したようで選ば

せていただきました。先生、助産師さん、看護師さん全員が優しく、たくさんお気

遣いして頂いて感動しました。お産の時もたくさん様子を見に来てくれて心強かっ

たです。こちらを選んで本当に良かったと思いました。 

 

●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？ 

お部屋もきれいにされていて良かったです。 

3 時におやつが出たのですが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 

コロナで立ち合いができなくて心配でしたが、みなさんのサポートのおかげで無事

に出産する事ができ、感謝しています。 

大変な時期ではありますが、頑張って下さい。 



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？ 

知人の紹介 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

自分が休めるタイミングが難しいと感じました。 

自分が子を産んでみてどれだけお母さんって大変なんだなぁと実感しました。 

お腹から出てきてくれた時は本当に感動的でした。可愛すぎる！！ 

 

●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？ 

慣れてくれば快適に過ごせました。 

 

 

 

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：坂東市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

妊婦健診から先生が親切でした。妊娠高血圧で不安でしたが分かりやすく説明して

頂き、コロナ禍で出産も 1 人で不安でしたが、スタッフのみなさんが親切でした。1

番嬉しかった言葉は、陣痛がピークの時に「ずーっとここに居るから！」の言葉と

分娩台に上がる時に陣痛がきてしまい動けなくなったときに「私にしがみついてい

いよ！」と言ってもらえたことです。入院中も病室に入ってくるみなさんが温かい

言葉をかけてくれました。 

 

●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？ 

お祝い膳がとても美味しかったです。毎日、おやつも出るし、お祝い膳のケーキも

1 種類ではなくて、小さいケーキが数種類で良いと思います。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

夜にあるミルクの場所が、ナースステーションの所なのでちょっと奥の部屋の人に

は遠いと思いました。赤ちゃんが泣いている時などは大変かも…。 

楽しい入院生活でした。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：2 回目 

里帰り：あり  お住まい：東久留米市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

お産は立ち合いが無かったので、少し不安がありましたが、助産師さんがいつも励

ましてくれたり、背中をさすってくれたりして頂いたおかげで安産に出産する事が

できました。入院中は面会が無かったので、悲しい思いがありましたが、助産師さ

んや看護師さんがいつも優しく声を掛けてくれたので、あっという間の入院生活で

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？ 

いつも美味しく頂いていました。特に、お祝い膳が 2 回あって、とても豪華で美味

しかったです。おやつはいつも楽しみにしていました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

今回はコロナ禍ということもあって、1 人目の時とはまた違って、色々制限はあり

ましたが、先生、助産師さん、看護師さんのおかげで、無事に元気な女の子を出産

する事ができました。また、担当してくれた助産師さんと同じ誕生日に出産する事

ができて本当に良かったです。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：2 回目 

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？ 

前回の分娩が西南だったから 

 

●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？ 

NICU があるので、赤ちゃんに何かあっても安心だと思いました。 

 

●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？ 

食事は美味しかったです。 

  



年齢：30 代    今回の出産：2 人目  当院での出産回数：2 回目 

里帰り：なし  お住まい：野木町 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

 

●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？ 

スタッフの優しい声掛けに安心して出産する事ができました 

夜間、赤ちゃんが泣いている中、ミルクを作っているとすぐに「大丈夫ですか？」

と顔を出してくれるスタッフの方がいて少しホッとしました。 

 

●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？ 

前回の出産の時は、お祝い膳が 1 回しか出ていなかったのが、今回は 2 回あり食事

を楽しむ事ができました。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

入院中しか夜休む事ができない事を考えると、母児同室は希望のみの方がいいです。 

 

 

 

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：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？ 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

帝王切開後、傷が痛くて赤ちゃんの世話が大変だった時、助産師さんが傷の心配や

いつでも赤ちゃんを預かりますと言ってもらえて安心した。自分からは言いにくい

ので、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？ 

おやつとお祝い膳が美味しかったです。 

冷房に切り替わる時、部屋が暑すぎて大変だった。暑すぎて眠れない時に、何も言

わなくてもアイスノンを持ってきてもらえて良かったです。 

 

●その他、ご意見や感想などご自由にお書きください 

どのスタッフも話しやすくて、優しかったです。



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：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？ 

家族（又は親戚）の紹介 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

初産だったので不安が結構ありましたが、お産の時にたくさんの看護師さん、先生

たちにサポートしていただき、とても安心する事ができました。 

入院中、度々診察や案内など丁寧に対応して下さいました。 

 

●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？ 

個室の設備はほぼ十分でした。冷蔵庫がベッドの隣なので音がよく聞こえます。 

おやつやお祝い膳のサービスはとても良かったです。 

 

 

 

 

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：松戸市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

NICU があるから 

 

●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？ 

助産師さんが自分の体調面、授乳のこと、赤ちゃんのケアなど、様々に温かくサポ

ートしてくださり、本当に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？ 

とても充実していて、食事も今回はお祝い膳が 2 回もあり、満足しました。 

個室にシャワーもトイレもあり、大部屋も 1 人で利用させてもらい過ごしやすかっ

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 

切迫早産で入院し、里帰りできるか、西南医療センターに転院できるか不安だった

のですが、可能になり 2 回目で慣れている、充実した環境で出産することができて

良かったです。 

 



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：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 があるから 

 

●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？ 

看護師さんや先生が親身になって話を聞いてくれて嬉しかった。 

 

●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？ 

お祝い膳が華やかで元気が出ました。 

 

 

 

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：坂東市 

 

●なぜ当院での出産を選ばれましたか？ 

前回の分娩が西南だったから 

実家・自宅から近かったから 

 

●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？ 

先生、助産師さん、看護師さん、みなさんとても親切で快適な入院生活でした。 

 

●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、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 

面会禁止で心細かったですが、助産師さん、看護師さんが親身になってお話を聞い

てくれて良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～産科病棟スタッフより～ 

・個室の洗面台にペーパータオルがあればと思いました。 
→当院の衛生管理上、各部屋にペーパータオルを設置する事ができません。 

ご了承ください。 

 

・出産前の入院中、空調管理が個別で出来なかった。 

・とても暑い日があったりしましたが、空調設備が暖房のみでした。 

・空調がまだ暖房の設定で、つけずに過ごすことになってしまった。 

→当院のシステム上、空調はナースステーションで一括管理しております。母児同

室を行っているお子様の低体温予防の為、室温設定は少々高めにさせて頂いてお

ります。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

・無料部屋の冷蔵庫が有料なのにただの保冷庫で、全然冷えなかった。 

→貴重なご意見ありがとうございます。今後の病棟づくりの参考にさせて頂きます。 

 

・朝ごはんがいつも沢山で、お昼まで短く、食べるのが大変だった。 
・普段の食事、特に朝ご飯は量が少なく感じる。 
→当院の食事は産後の必要摂取カロリーが計算された「産後食」を提供しています。

「主食大盛り」や「主食 1/2」等の多少の変更であれば対応可能ですのでスタッ

フにご相談ください。 

 

・食事中に掃除が入るのが少し嫌だった。 

→不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。病室清掃は午前中に行わせ

て頂いておりますが、患者様の体調やご都合で時間をずらすことも可能ですので

ご相談ください。 

 

・夜にあるミルクの場所が、ナースステーションの所なのでちょっと奥の部屋の人

には遠いと思いました。 

→調乳場所からお部屋が遠い方や分娩後のお傷等で体調がすぐれない方へはスタッ

フが調乳したミルクを部屋までお運びしますので、お気軽におっしゃってくださ

い。 

 
・入院中しか夜休む事ができない事を考えると、母児同室は希望のみの方がいい。 

→当院は、基本的に分娩 1 日目（帝王切開の場合は 2 日目）より母児同室を行って

いますが、お母さまの体調に合わせ、ＮＩＣＵでお預かりすることも可能ですの

でご相談ください。 

 

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。 


