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ありがとうメッセージＮo．6     

「大町病院の人達は、何物にも替えがたい宝」 

 
                 【市立大町総合病院と後立山連峰：２月】 

守る会は 3 月 7 日、ありがとうメッセージポストを開扉しました。提言意見を含め 57 通のメッセー

ジが寄せられました。幼児たちからは、たどたどしい文字で精いっぱい感謝の気持ちが書かれていまし

た。真心のこもった感謝の気持ちを皆さんにお伝えできればと思います。メッセージの中に４通ほど意

見、提言がございましたので、病院への意見（皆様の声）として病院へ提出しました。 
 

先生方、皆さんありがとうございました 

♡山田先生、今年も一年お世話になりました。 平成１５年から数えて１０年になります。「心筋梗塞」はや

っかいな病で生涯薬と仲良くつき合う事となりそれに付随する病も含め、もう回復というより維持すること

しか有りません。今後もどうか宜しくお願い致します。多忙なる山田先生もお身体を大切にがんばって下さ

い。（Ｓ．Ｙ） 
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❤新津先生父が大変お世話になっております。体が老齢の為、自由にならず、車いすでの暮らしとなってい

ます。私が押して診察を受けているところです。検査のデータを見ながら説明をいただいてありがとうご

ざいます。父は耳が遠くなり、かつての様な元気は無くなりましたが、生きることへの執着は強いものが

あります。昔の戦争体験話もしなくなりましたが、現在は俳句などを詠んで楽しんでおります。 

先生から診察結果を聞いて安心しております。これからも宜しくお願いします。（Ｔ） 

 

♡高木先生、親切に細かく説明いただきありがとうございま

した。 患者の家族としてとても助かりました。（Ｓ） 

 
❤南先生、１月の連休中に２日続けてお世話になりました。当直

で疲れていたと思いますが質問などに嫌な顔をせずに答えてい

ただきありがとうございました。（Ｒ．Ｎ） 

 

【東門わきに咲きだしたクロッカス】 

♡おおたけせんせいありがとう （ナオ） 

 

❤伊東先生有り難うございます 

高齢の私はとうとう満身創痍になりました。 激しい頭痛が止まず、ややもするとこの上さらに恐ろしい

病気が進行しているのではないかという不安に心乱しておりました。 

１月の寒い日に御高診を賜りました結果 先生の暖かい眼差しと優しいお言葉の数々をお恵みください

まして不安を拭うことができました。慈しみ深いご診療の御手を差しのべてくださいまして 心も丈夫に

なりました。ご鴻恩終生忘れません。伊東先生有り難うございました（無記名） 

 

♡林田先生 永い間 本当にありがとうございました。（Ａ） 

 

❤深松先生、斉藤先生、大平先生、無事に出産させてもらい心より感謝しています。入院中には病棟の看護

師さんには大変お世話になりました。どの看護師さんもいつも優しく対応して下さり励みになりました。

本当にありがとうございました。（Ｍ．Ｍ、Ｎちゃん） 

 

♡吉田先生はじめ皆様大変お世話になりました。 

病院食が大変おいしく元気が出ました。節分の日の恵方巻感激しました。病院内でいただけたことうれし

かったです。皆様の親切丁寧な介護で早く回復できました。皆様もお身体大切に。 

本当にありがとうございました。（１／２６入院～２／４退院 無記名） 

 

❤毎年ガン検診でお世話になっております。ガン検診にひっかると落ち込むどころか、小池先生とお話

しできるのが楽しみな位です。 

 分からないことは分かりやすく説明して下さり、「病気」という気持ちが暗くなる話しが、全く逆の

ものになります。さらに、胸を見るのも、リンパから全体をみてくださりありがたいです。これから

も、お元気で大町にお越しいただきたい先生です。（無記名） 
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♡びょういんのせんせい いつもおなかいたいときありがとう。  
 
❤手をなおしてくれてありがとう ライリーメイ 
 
♡大町病院の先生たち み～んな大ちゅき またかぜをひいた時はよろぴくね。（うさちゃん） 
  
❤今回も急にお邪魔して早くに処置して下さりありがとうございました。自分が病気にならないと病院のあ

りがたさわからないですね！！ありがとうございました。 
 
♡2013.8.14 19:30 救急外来にて夫が顔をケガ（自転車転倒）しましたが、親切に対応していただき誠にあ

りがとうございます。受付から案内、看護師の方、治療して下さった先生、神奈川県川崎から白馬に来てい

ますが、本当にお世話になりました。（Ａ・Ｙ）  
 
❤お医者様 看護師さんへ 年末にそして深夜の緊急手術をして下さり本当に感謝しております。誠にあり

がとうございました。お医者さんも看護師さんも皆様ご親切にご対応して下さり、心も救われる思いです。

皆々様のご家庭でもご家族がお帰りをお待ちでいらっしゃることや大切な時間を私共のために…と想いな

がら胸が一杯になります。助けて頂きまして本当に有難う御座いました。  
 
♡赤ちゃんを取り上げてくださった斉藤先生、櫻井さんをはじめスタッフのみなさん、ありがとうございま

した。２人目の出産も、迷わず里帰りをして、大町病院を選んで、本当によかったです。地元ならではの

あったかい、そして気さくな雰囲気で、入院生活はとても心地よかったです。３人目もここで産みたい！！

でも、上の子も大きくなって無理かなと考えると残念です。忙しく大変なお仕事ですが、体に気を付けて

皆さんお仕事なさってください。

無事に産めて、本当によかった

です。子育て頑張ります!!（Ｍ．

Ｓ） 

 

❤切迫早産から出産まで、入院さ

せていただきました。 

 斉藤先生、深松先生、助産師さ

ん、看護師さん、スタッフの皆

さまのおかげで、無事に元気な

男の子を出産する事ができまし

た。本当にありがとうございま

した。 

 親身になって、話を聞いてくれ

たり、いつも笑顔で接してくれ

たので気持ちも安定し、安心し

て出産することができました。 

感謝の気持ちでいっぱいです。（匿名）      【守る会が贈る病院庭のイルミネーション：12月】 
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♡今年は思いもかけず年の始めから大町病院の先生方始め皆

さまのお世話になりました。バイパスを車で走る時など特に

夜は病院の灯を見て通り過ぎる何十年でした。自身が入院す

ることになり、初めて病院から外の大町を見る機会となりま

した。朝カーテンを開け外気の空気、雲の動き、空の美しさ、

山々の姿を見渡し、日に日にこの地の素晴らしさに感激しき

りでした。同室の方とも仲良くなり、若き日の山登りの事、

「今日は南に有明山が見えたよ」「6 月の慎太郎祭には子供

たち連れて登ったのよ」「北アルプスも良いけど東山もきれ

い」などととりとめない話に花が咲きました。病気は私に

「お・も・て・な・し」の素晴らしさ、よき出逢い、この病院の、大町の素晴らしさを再認識させてくれ

ました。この気持ちを発信して行きたい、感謝の気持ちで書きました。9 月吉日 （入院 1 年生） 
 
❤父が８月末より入院し、今も先生、看護スタッフの皆様方にはとても手厚い看護を受けており、大変感謝

しております。父は当初肺気胸を患い入院させていただいたのですが、その後敗血症を発症し、何度も容

体が悪くなり、そのたびに埼玉に嫁いだ妹が駆けつけてくれたのですが、妹の姑も今、喉頭がんで入院し

ており、その妹がここに来る度に私や母に愚痴ることが一つあります。それは妹の姑が入院している埼玉

の某病院の看護師さんと大町病院の看護師さんの違いについてです。 

 某病院の看護師さん達は一応にして患者さんたちに冷たく、患者をまるで物のように扱ったり、ちょっと

した簡単なことをしてくれないとの事でした。妹だけでなく、私や母も看護師さん一人一人の親切な対応

にはいつも感謝しております。大変忙しい筈なのにいやな顔一つせずにいつも応対してくれて本当に頭が

下がるばかりです。有り難う。  （H25.10.21 無記名） 

 

♡私は昨年９月千葉県船橋市から松川村に引っ越して来た者です。松明けの頃から急に気持ちが悪くなる症

状が起こりちょっと歩くだけで直ぐ息が切れてしまうので安曇病院で診てもらったら貧血と診断されベ

ッドに空きがないからとそのまま大町病院に入院しました。（１月１６日）。１０日を超える入院生活と

なりましたが、この間新津先生をはじめスタッフの皆さんにはお世話になりました。毎朝、毎日、毎夕

部屋に入ってくる度にいろいろと声をかけてくれて体温や血圧を測る一寸した行為の最中でも何かと気

遣ってくれるスタッフの方々の暖かい心と親切をいつも喜ばしく感じていました。ちなみに、私は信州

生まれで６年近く松本での生活の経験があります。丸出しの信州弁

で話しかけてくるのを聞いているだけで何だか癒されました。２８

日退院予定ですが、スタッフの皆様に大変感謝しています。（Ｔ．Ｂ） 

 

❤日曜日１／２６からお世話になりました。休日にもかかわらず診て

いた だき、熱心に私の話をきいて下さいました。吉田先生はじめ、

ナースのみなさん、スタッフの方々、他先生へ、たいへん感謝してま

す。久々の入院で、家族ともどもあわてている私どもに対応していた

だき、ありがとうございました。（Ｊ．Ｙ） 

                          【10 月に植えた花壇のクリスマスローズ】 
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♡平成２５年１２月２日（月）昼過ぎから

午後７：００ Ｓ状結腸癌手術 只今

終わりました。出血もなく無事めった

に見られない癌との対面すごすぎる 

 先生方本当にありがとうございました。 

 まずはお礼まで。（Ｈ．Ｔ、姉） 

                                 

❤平成２５年８月６日、寒い時期に入院

し真夏になる程長い間、新津先生をはじ

めスタッフの皆様に献身的に一生懸命治

療や看病をして頂き退院出来、ありがたく   【サイトウ記念オケ・特別出前コンサート：病院大会議室】 

うれしくて心から感謝でいっぱいです。 

本当にお世話様になりました。自分自身を見つめながら少しずつ前進していこうと思います。（Ｒ．Ｋ） 

 

♡１人目の出産の時、とても親身にケアしてくださったので、２人目もこちらでと決めていました。 

 今回、デモベッドのおかげで、術後の寝たきり状態も楽に過ごせました。ありがとうございます。 

 カチカチおっぱいも、マッサージのおかげでなんとか飲ませられるようになってきて、一安心です。教え

ていただいたマッサージを続けて頑張りたいと思います!! 先生、助産師さん、看護師さん、スタッフの

皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございます。田中さんも頑張ってください☺きっとステキ

な、頼りになる助産師さんになれると思います♫（ステキなって表現も変ですかねえ（笑 ））（Ｍ．Ｍ） 

 

❤大倉先生ありがとうございました。京都→白馬で旅行滞在中、4 歳の息子が 25 年→26 年と年が変わる深

夜、腹痛と嘔吐でホテルから救急車で病院へ運んで頂きました。息子の症状は救急車の中で改善されていき

病院に着いてから申し訳ない気持ちで一杯に… しかし病院では先生を始め病院スタッフのみなさまがと

ても親切丁寧に看ていただきありがたかったです。毎年白馬旅行をしています。救急の小児科があるのは旅

行者にとっても大きな安心です！！看護師平林さんありがとうございました。（Ｔ・Ｒ） 
 

病院の皆さんありがとうございます 

 

❤産婦人科に、早産になりそうで急きょ入院。お世話になりました。自分を責めナイーブになり悲しくなっ

ている中、スタッフの皆様全員が優しく、話も親身になって聞いて下さり本当に助かりました。 

 赤ちゃんも早産をまぬがれ、私も体調が入院前より良くなり、感謝しております。 

 設備が良くてもスタッフの対応が悪い病院も沢山あります。大町病院の人達は、何物にも替えがたい宝で

あると思います。（Ｍ） 

 産婦人科の新しいお風呂！色も良く、暖かく◎とても広く良いお風呂ですね。 

 

♡皆さんへ 大変お世話になりました。本当にありがとうございました。（Ｙ） 
 
❤今回も急にお邪魔して、はやくに処置して下さりありがとうございました。自分が病気にならないと病院
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のありがたさ分からないですね!! ありがとうございました。 
 
♡12/29(日)に来院しました。穂高では診て頂けないとのことで大町病院を紹介されましたが、電話対応も素

晴らしく感じの良い方でした。スキー場でころんで整形外科を受診しましたが、レントゲンの女性・当直の

先生も大変感じがよく、親切で東京から来た者としてはとても心強かったです。（整形の受付のショートカ

ットの女性はちょっと怖い感じでしたが…ｽﾐﾏｾﾝ）（Ｋ・Ｕ）  
 
❤ある科にお世話になった時です。病院に来る者はそれなりに不安で一杯の方が多いと思いますが、名前を

呼んで下さる時（必要以上でなくすばらしく適度に）私にはマリア様の愛のようにほほえんでいるように見

えました。良い顔ばかりももちろんしてはいられないと思いますがとても心がほっとして〈今日ラッキー〉

と感じました。ありがとうございました。乱筆にてごめんなさい。（M・K ） 
 
♡ありがとう。 
 
❤いつもありがとう。 
 
♡おとうとをみてくれてありがとう。 
                              【守る会からのプレゼント：福寿草】 

❤びょういんのみなさんへ いつもけんさしてくれてありがとうございました。これからもおねがいします。

（Ｎ）   
♡いつもみてもらってありがとうございます。  

 

❤今回、２人目の出産で初めて大町病院に入院しました。スタッフの方々が本当に優しくて、頼りになって、

何より患者とのコミュニケーションを大切にしていたので、心からよい病院だなあと感じました。もし、

３人目ができたらまた大町病院で出産したいです。本当にありがとうございました。（Ｓ．Ｍ） 

 

♡二女（４才）の初入院でした。 以前からこの病棟にはたくさんお世話になっています。いつも 本当に

ありがとう。 先生、かんご師さんおそうじのおばちゃん、ヘルパーさん いつもお話し聞いて下さっ

てありがとうございました。入院は親もバテるので、とてもうれしかったです。（６回ここでお産した Ⅰ） 

 
❤かんごしさん いつもおなかをみてくれてありがとう（✩ かなんより） 

 

♡たたいせんせいいつもありがとう これからもよろしくね（Ｓ．Ｓちゃんより） 

 
❤１２月の木曜日産婦人科外来の看護師さんか助産師さん、話題をふってくれたり、優しくしてくれてあり

がとうございます。（Ａ．Ｍ） 

 

♡お世話になりました。いい経験しました。人の世話をすることはあっても受けることってないから…。何

もかもが有り難かったです。どこに行っても同等の医療が受けられるってすごいね。８％になるけど払

って行こうって思える。（Ｍ）           
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❤笑顔の素敵な看護師さん、清拭のように一人ずつの仕事

もキメ細かく、安心感を下さる言葉かけ、ホッコリ暖かな

入院生活でした。♥家族に食事の管理をしないといけない者

がおりますので、調理方法、味付けなど参考にしてまいり

ます。♥有り難うございます。  

Ｐ．Ｓ 窓から玄関脇の金木犀の香りが入ってラッキーで

した。（Ｍ） 

 

♡何回も病院にお世話になりましたが今度３階にお世話に

なったのは初めてでした。少し心配な所も有りましたが皆さんの明るい笑顔にすくわれました。付き添

いにも配慮されて本当にうれしかったです。大変なお仕事ですがステキな笑顔本当にありがとうござい

ました。（付き添い） 

 

❤大町病院３階東病棟スタッフの皆様 

 ４日間親子で本当にお世話になりました。もともと白馬～松本方面への通過点でしかなかったこの場所が

縁ゆかりある場所となりました。幸運続きの４日間でした…（土）に小児科の当直の先生がいらしたこと、

素晴らしい設備、親切なスタッフ、娘の回復の早さも皆さんのお力添えの賜です。ありがとうございまし

た。（Ｋ）ありがとうございました（娘） 

 

♡看護師さんリハビリの方 

いつも優しく我慢強く母を看てくださってありがとうございます。 

毎日言えないけれど、いつも有難いと思っています。月並みな言葉でごめんなさい。（無記名） 

 

❤母が４階東病棟に入院しました。看護師さんスタッフのみなさんやさしく親切にしてくださり感謝して

おります。ありがとうございました。（無記名） 

 

♡４階に入院して、約２ヶ月あまりたちます。入院してすぐ先生や看護師や福祉のみなさんにわがままを言

ってしまい、皆さんに迷惑を言い続けたにもかかわ

らず、親身になり、相談にのってもらい、頑張って

生活していけるように気持ちが楽になった。 

４階のみなさんは全員すばらしい人達でした。これ

から自分自身頑張っていきます。（Ｋ．Ｕ） 

 

❤初めての手術及び入院でしたがすばらしいスタッ

フの皆様のお陰で改めて大町病院の良さを知りま

した。平等に看護サービスをすると云うことは大変

だと思います。どうぞ健康に十分留意され活躍され

たらと願います。（Ｈ．Ｆ）                    【咲き始めた花壇の翁草】 
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市制 60 周年・合併 10 年記念 

第４回大町病院祭 5 月 18 日に開催 
上村愛子がトークショーに出演 

「―築こう‼地域と医療の架け橋を―」をテーマに第 4 回病院祭が 5 月 18 日午前 8 時 30 分より開催されま

す。これまで綿密な打ち合わせのもとに 3 回の実行委員会が開催され、計画が立てられました。野外ステー

ジでは、美麻源流太鼓・仁科台中学校ブラスバンド・第一中学校ブラスバンド・スマイルジャズダンススタ

ジオ・守るんじゃー・みんなで知ろう糖尿病（寸劇）・信州プロレス・本間利也ライブ・清水まなぶライブ・

ピエロのナナ・上村愛子トークショーなどが予定されています。また、人気のダムカレーなど多くの出店を

予定しています。運営にあたり守る会もサポーターとして、運営スタッフ、出店などの準備を進めています。

次の担当者を募集しています。 
ボランティアとして駐車場係６名（お弁当付）、本の販売手伝い１名、ダムカレー販売３名。案内係３名、

受付事務５名です。積極的にご協力をお願いします。参加できる方は高橋次長まで（携帯 090-4054-2747） 

    守る会総会のお知らせ 於：市役所東会議室 

第 5回守る会総会は 5 月 11 日（日）1：30 分～ 
関口健二先生の公開講演会は 3 時～   

        演題「大町病院と総合診療の深イイ関係」 

関口 健二先生のプロフィール  
市立大町総合病院は本年 4 月より、信州大学医学部附属病院の研修病院として「総合診療科」を設置

しました。信大の同科をまとめた同科長の関口健二特任教授は、新進気鋭のハワイ大学老年内科等で研

究され、特定の臓器・疾患に限定せず幅広い視野で患者を診る医師。高齢化社会に伴い、特定の臓器や

疾患を超えた複数の問題を抱える患者が増える中で、特定の疾患のみに対応する専門医だけでは限界が

あるとされ総合診療科の役割は大きいと考えられます。関口先生は 4 月より市立大町総合病院に着任さ 
れ、後進の指導に当たられています。 

守る会新年度の事業活動予定・・・・・ 皆さんふるって参加ください。 

4/21（日）18 時～  四役会議 病院会議室 
4/25（金）18 時～  幹事会議案審議  病院会議室 
4/26（土）13 時 30 分～きらりかがやくまちづくり助成金公開審査 サン・アルプス大町 
5/10（土） 9 時 30 分～ プランターの花植え  病院玄関前集合 
5/11（日）13 時 30 分～ 守る会第５回総会 市役所東棟２階 東会議室 

14 時 30 分～ 関口健二先生（総合診療科）の公開講演 1 時間 
5/18（日）8 時集合 市制 60 周年第４回病院祭  
6/  1(日) 9 時集合 春期・医師・職員家族と交流会「山菜採りと天ぷら」…参加費・・500 円 


