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◆守る会役員とワーキンググループは3月10日院内に置かれたありがとうメッセージポストの開扉

を行い市民から寄せられた多くのメッセージを、医師や職員にお渡しし、ワーキンググループに

より会報への掲載の作業をしました。寄せられた意見や提言は、病院へお渡ししました。◆ 

【産婦人科】【産婦人科】【産婦人科】【産婦人科】    

❤深松先生へ：昨年の秋に女の子を出産しました。初め

ての出産で健診時は不安でいっぱいでしたが、「赤ちゃん

元気だから心配しなくていい」という先生のお言葉にい

つも励まされていました。 

出産にも立ち会っていただき、安心して産むことができ

ました。本当にありがとうございました。娘はすくすく

元気に育っています。 

この機会にゆっくり休んでください。一日も早いご回復

をお祈り申し上げます。（Ｔ．Ｕ）   

           

❤先生に娘をとりあげていただいたＴです。先生が病気だとお聞きして心配しています。入院中、

先生の笑顔で癒されていました。その娘も５か月になり、今日初めて寝返りをし家族で喜んでいま

す。 

早く元気になって、またたくさんの赤ちゃんをとりあげて下さい。（Ｔ・Ｋ） 

 

❤入院から手術を経て（帝切）…回復と共に思う感謝… 

脳裏に焼き付く…本当に心に強く残るのは看護師の方々の顔や声でした。回復する力となって頂い

たことを改めて実感すると、“ありがとう”が尽きず、皆さんの心に沢山ふれさせてもらったお蔭だ

ったから安心でした。不安な心に沿うような優しい言葉。言葉の力だけではなく、様々なエネルギ

ーを日々費やす皆様の様子は、退院後の育児でも私に元気をくれる！！そんな風に思っています。 

皆さまに出会えて本当によかったです。 
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山崎さん、青木さん、平林さん、塚田さん、上村さん、山岸さん、中原さん、小林さん、さくらい

さんさくらい母様、みなみこさん、下川さん、勝野さん、斉藤さん、柏原さん、書ききれなかった

ですが…おゆるしを。お世話になりありがとうございました。 

又、退院後地元で行われる講習にて平林さんにお会いできること今から楽しみです。 

ありがとうございました。（Ｔ．Ｒと暖だん） 

 

❤産婦人科を受診して、以前自分のお産にかかわってくださった看護師さんがいて、嬉しかったで

す。 

昔話もちょっとできてよかったです。（ウルガ） 

 

❤大町病院で２人の子供を出産しました。 

産後はなかなかおっぱいがでなかったんですが、看護師さん達が、根気よくマッサージをしてくれ

たり、親切に指導してくれて、おっぱいが出るようになりました。 

２人共に切迫早産だったので、家も近かったので、すぐに病院にかけつける事ができました。 

もし、３人目を授かることができれば、またこちらでお世話になりたいと思います。 

先生を始め、助産師さん、看護師さん本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い

します。（Ｔ．Ｍ） 

 

❤深松先生：出産で２度もお世話になりました。手術台の上で、おなかを切りながら原先生と楽し

そうに話していたので、私までリラックスして出産できたことを思い出します。大変お世話になり

ました。 

ありがとうございました。早くお元気になってください。息子７歳 娘４歳になりました。（Ｉ．Ｎ）                             

 

❤大平先生と看護師御一同さまへ：91歳の私をみて戴いて、深く深く何と御礼申し上げてよいか言

葉にはあらわせられません。 

どうかお体にお気をつけなさいまして、大町病院にいつまでもいつまでもいて頂きたくおねがひ申

し上げます。素晴らしい先生と看護師の方々に、永久に幸あれと祈り（Ｍ．Ｔ）                              

 

❤深松先生に５、６年診てもらっていました。ありがとうございました。お大事に。（匿名） 

                               

❤産科の休止は残念です。先生はじめ看護師さんに優しく接していただき感謝です。ありがとう。 

先生早く元気になって下さい。（大町H） 

 

❤深松先生へ：ゆっくりお身体治して下さい。（Ｍ．Ｍ） 

 

❤初めての出産が里帰り出産で不安でしたが、深松先生な

らびに助産師さんが外来では親しみやすく接していただき、

アットホームな雰囲気で安心して妊婦健診を受けることが
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できました。 

いざ、出産が帝王切開に決まり、人生初の手術でと

ても不安でしたが、無事に出産することができてと

ても感謝しています。手術後はいつも深松先生、斉

藤先生、助産師さん、ヘルパーさんが親身になって、

体の回復を気にかけて声を掛けてくださってとても

嬉しかったです。 

また、県外にいる夫が出産に間に合うように気にか

けていただいたり、県外にすぐ戻る夫が娘と産後に

少しでもスキンシップがとれるように手配していた

だき本当に感謝しています。 

自分自身が２７年前に産れた病院で、自身の子供を出産できてとても嬉しかったですし、思い出に

残りました。病院食はいつもおいしくいただきました。お祝い膳は豪華で心が晴れやかになり、子

どもの出産を祝っていただいて嬉しく思いました。味もとてもおいしくて、お菓子をそんなに食べ

られないのにシュークリームやチョコレートムースがあって、少量ですがとても満足しました。今

回初めてのお産でしたが、また大町病院で出産したいなと思いました。頑張って下さい。（Ｉ．三葵 

陽葵） 

 

❤深松先生：今までありがとうございました。お産の時「大丈夫だよ」と手をにぎってもらいまし

た。ゆっくり休んで元気になって下さい。（一女の母） 

 

❤深松先生：早く病気を治してもどってきて下さい！！（Ｎ） 

 

❤深松先生：娘が１０年前、初めての子を出産しました。両家共、初子で安産でき感謝しました。 

休養されるのを知り、「ありがとうございました」と感謝のメッセージを送ります。（Ａ．Ｙ） 

 

❤山ちゃんこと山崎さんへ：“担当とはいえお休み頂くことが多く申し訳ない“なんて一言がありま

したが、帝切での出産。何かと不安な心に元気な笑顔でひっぱってくれて本当に感謝でした。出産

の際、産声に唇が震え涙がポロットなる中、山崎さんの笑顔と共に赤ちゃんが来てくれ、私のほほ

に（本当にすぐそばまで）近づけるように赤ちゃんを見せてくれた。あの瞬間、本当に嬉しかった。

きっと、このあとしばらく会えずの私を、山崎さんがお気づかいくださったことに違いないと思う

と、又、優しい心にふれ胸がジーンとなりました。 

あの笑顔とげんきはきっと山崎さんの中で、沢山 powerを費やしているだろうなぁと… 

これも家族のげんきで powerをもらっているからなんだなぁ…本当素敵だなぁ…さぁ私もがんばろ

う！！ そんな風に見えました。ありがとう、山ちゃん！！ポジティブ山ちゃん gogo！！ 

                                  （H26.10.8 Ｔ．Ｒ） 

❤大変お世話になっております。子供 3 人をお世話になり、ありがたく思ってます。早くの再開を

願います。 
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【【【【病院全体病院全体病院全体病院全体】】】】    

❤私達にとって大町病院は、なくてはならない大事な病院です。高齢になってくると特に感じます。 

いつもお忙しい中診察してくださり、少しでも元気にさせて下さろうと、一生懸命つくして下さる

先生方に感謝申し上げます。先生がいて下さると思う事で安心出来る私達です。どうか長く大町病

院にいて下さい。 

どこかへ行かれてしまうという広報を見ると、がっくりしてしまい、大町は働きにくい条件かなと

淋しくなります。大町市の関係者の方々が是非 長くいてくださる様に取り組んでほしいです。私

達は先生方の御苦労を身に感じ、感謝申し上げます。どうか大変ですがよろしくお願い致します。 

                                     （Ｈ．Ｅ） 

❤おはようございます。11/2 に入院をして、今日（11/12）退院となりました。すっかりお世話にな

りました。食事の方も美味しく頂きました。 

寒くなります。身体を大切におはげみくださいませ。礼筆にて。（Ｍ・Ｓ 416 号） 

 

❤時間外の長丁場の手術ご苦労様でした。丁寧な説明と献身的な医療に感謝いたします。本当にあ

りがとうございました。お身体に気を付けて下さい。（Ｍ・Ｎ） 

 

❤看護師様、諸先生へ：皆様のご親切に有難く回復出来ました。これ以上の幸福を感謝申し上げま

す。（患者より） 

 

❤先生に親身になって頂き感謝しています。まだはっきりしていませんが数々の疑問点が明らかに

なったような気がします。本当にありがとうございました。(T・M) 

 

❤おはようございます。いつも感謝です。一つお願いがあります。机の隣にタオル掛けを付けて貰

ったらと思います。皆様の親切で幸せです。 （M） 

 

❤急な入院と手術であわてました。どうもお世話になりました。親身になって頂きありがとうござ

いました。 

 

❤じいじをよろしく、ありがとう。 

 

❤いつもびょうきの人をなおしてくれてありがとう。 

 

❤あしをなおしてくれてありがと（あらいそうや） 

 

❤大変きびきびしてとてもよかったです。 

 

❤とても親切なご対応ありがとうございました。（T・M） 
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【【【【外科外科外科外科】】】】    

❤外科の高木先生、本当に感謝しています。私

は 1月に肺炎で入院していました（お産以外で

入院したことがありません）。私の主人も胆の

う炎の疑いで入院していましたので、毎日主人

の部屋へ出かけていました。その内に下痢が始

まりました。ロタウイルス性腸炎に感染した事を先生が発見してくれました。院内には隔離する病

室がないので、2人共退院して家で養生するように言われて、薬ももらって帰りました。主人の下痢

は大したことはありませんでしたが、私はとてもひどい目にあいました（おむつをしていました）。

処方された薬を飲んで、手が触れた所や汚れた衣類もキチンと始末して、治す事ができました。あ

の時、私も診察していただいて本当に感謝しています。ありがとうございました。 

 病院祭の折り、院内で先生の姿を見かけたのですが、声を掛ける事ができませんでした。本当に

感謝しています。ありがとうございました。 （70 代女性 大町市在住） 

 

❤せんせいとかんごしさんへ。おじいちゃんをたすけてくれてありがとう。これからもたくさんの

ひとをたすけてあげてください。 （ふむぎ） 

 

❤この度は主人が大変お世話になっております。ガンという言葉を聞いた時、不安でいっぱいでし

たが、高木先生がおだやかに分かり易く説明をして下さり、安心致しました。手術が終わり、日に

日に良くなる姿を見に行くのが、私の一番の力になりました。 

 多くの先生を始め、看護婦さんスタッフの皆様の御蔭だと今は感謝で一杯です。まだまだ不安で

すのでお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 これからの病院の発展を心から祈っております。本当にありがとうございました。（Ｔ・Ｋ） 

 

❤５日間お世話になりました。看護師の皆さん、平賀先生、飯沼先生に本当に親身にしていただき

ました。 この病棟は老人ホーム化していて、四六時中、呆けた老人の叫び声や奇声に悩まされま

したが、看護師さんの日々の苦労を知った５日間でした。これからも日々ご苦労様ですが頑張って

ください。（Ａ・Ｔ） 

【【【【整形外科整形外科整形外科整形外科】】】】    

❤篠根先生、診ていただいた左腕は復活しました。農作業にスポーツに不自由なく動き回っていま

す。此の春に異動されると聴き、惜別の思いで一杯です。 

 再び機会があれば、是非大町病院に来てください。お願いします。（一市民） 

【小児科小児科小児科小児科】 

❤大嶽先生へ：6年前小さい小さい赤ちゃんの命を救ってくれた。先生が夜間来てくれなかったら、

おそらく死んでしまったと思う。本当にいつでも感謝しています。小児科にとり大事な先生。絶対
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にやめないで。 

                                   

❤南いさき先生へ：いつも、ぼくにあうお薬を考えてくれたり、見てくれてありがとうございます。 

 （あがた けんたろ） 

❤の田先生へ：先生いつもありがとう（杏樹） 

 

❤みなみせんせい：せんせいありがとう。 

                

❤せんせいいつもちゅうしゃしてくれてありが

と。 

 

❤いつもせんせいありがとう（とりごえ まなと） 

                          2015.2.3：王子神社節分祭での署名活動 

❤いつもみてくれてありがとう。（立川 なお） 

【皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科】 

❤ひふかのせんせい、とびひなおしてくれてありがとう。 

 

❤わたしはひふかのまつもとせんせいのおかげでいぼがなおりました。ありがとうございます。 

（塩入 杏） 

 

❤いつもいぼのくすりをぬってくれてありがとう。おかげさまでいぼがなおってきたよ。（たかき） 

 

❤まつもとせんせいへ：おいしゃさんありがとう。 

【眼科眼科眼科眼科】 

❤平野せんせいへ：いつも母がお世話になっています。元気な声でお話をしてくださるので母も元

気をいただき、安心できるようです。これからもよろしくお願いします。 （Ｋ・Ｋ） 

 

❤田々井せんせいへ：いつもありがとうございます。これからもおねがいします。  さとうかな 

【泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科】 

❤御礼の言葉  

 9 月 16 日入院、17 日右腎癌の手術、執刀して下さる井上医師、野口医師他その場に立ち会ってく

れる皆様を信頼し、緊張して待っておりました。術後摘出成功との事、初めての経験故本当にう

れしく思いました。術後の経過も良く、９月 25日無事退院出来ました。入院中お世話いただきま

した看護師さんはじめ諸々の方々に感謝申し上げます。今後の大町病院のご発展を願っておりま

す。（患者 Ｓ） 
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【【【【内科内科内科内科】】】】    

❤藤井医師への安曇病院整形外科からの文書持って来ました。

藤井医師の予約が 12/24 血液検査で入っていましたが、昨日

電話でお願いし、本日内科予約、9時血液検査に変更してい

ただきました。電話での、紹介状担当室と、内科外来へまわ

していただき、迅速に変更でき、ありがたい限りです。システム不慣れな者に、親切に対応して

くださり、感謝です。やっぱり大町病院だナー、と思いました。（Ｙ．Ｓ） 

❤林田先生：永い間本当にありがとうございました。（Ａ．Ｎ） 

 

❤山田先生： 永い間大町病院の為に献身的なお骨折りを戴き誠にありがとうございました。事業

管理者も引き続き大町病院で診察いただけるとの事で嬉しい限りです。先生に執刀いただいた父は

放置すれば数年の命と言われ、驚きましたが、その後、食事等生活習慣を見直し、健康に生活を送

っております。この 3月で齢 94 となりました。生命の恩人である先生に深く感謝申し上げます。先

生も健康には十分御留意ください。（Ｔ．Ｈ）                       

【【【【乳腺外来乳腺外来乳腺外来乳腺外来】】】】    

❤今回は精密検査の為乳腺外来にて診て頂きました。小池先生の詳しい説明で、解りやすくて助か

りました。食生活についての説明等も参考にさせて頂きます。 

益々ご活躍下さいませ。（ Ｍ．Ｔ） 

 

❤乳腺外来の小池先生： 私は先生と長い付き合いになります。手術していただき現在元気でいら

れることは先生のおかげと感謝しています。しっかり話を聞いて下さいます。小池先生に逢えまし

た事は、ほんとうにうれしく思っています。 

 これから長くお世話になりますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。（Ｙ．Ｔ） 

【【【【外科（足裏マッサージ）外科（足裏マッサージ）外科（足裏マッサージ）外科（足裏マッサージ）】】】】    

❤足もみの松島さんについて：何時も月曜日の診察の時は予約して、足もみやってもらいます、松

島さんは、仕事の技術もよく、親切に話をしながらやってくれ、後、足が軽くなったような気がし

ます。年配の人達の話を聞けば、ここに来るのが楽しみだと言っていました。 

あまり一生懸命やって、腱鞘炎にでもなればと心配するくらいです。 

また、待合室の椅子に書いてある絵文字には、いつも季節の諺をいれて楽しませてくれます。次は

何が書いてあるか楽しみです。ある時の土曜日、耳鼻科に診察に行ったら、松島さんが応援に来て

いて、待ち時間の 1時間位じっと松島さんの動作を見ていたが、患者との接し方も、親切で要領を

得た、そつのない動作でした。廊下は駆けて歩いていました。やはり経営者は違うなと感心しまし

た。病院は良い人を入れたと思い、病院のイメージアップにも繋がると思います。（一患者より） 

❤初めて足裏マッサージを待ち時間にやって頂きました。マッサージの気持ち良さは勿論のこと、

施療して下さる看護師さんにとてもとてもいやされました。 ありがとうございました。（Ｙ．Ｈ） 
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皆さま署名ありがとうございました 

長野県知事および信州大学附属病院長宛てに、産科医師確保の要請署名をお願い致しましたところ、

多大なるご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。署名は、知事宛て 48,262 筆、信

大病院長宛て 43,053 筆（3 月 25 日現在）となりました。署名の提出は先方との日程調整の上 4 月中

には市町村長等、大北地域医療推進会議会長、病院を守る会会長を先頭に提出するところとなりました。

これにより少しでも早期に産科医が確保できることを祈念するところでございます。 

引き続きご支援ご協力をお願いし、御礼と経過の報告といたします。守る会会長 北村 喜男    

                

    これからの日程これからの日程これからの日程これからの日程        

５月５月５月５月 10101010 日日日日（日）（日）（日）（日）    

午前はプラン午前はプラン午前はプラン午前はプランターへ花植えターへ花植えターへ花植えターへ花植え、、、、午後は総会午後は総会午後は総会午後は総会・・・・講演会講演会講演会講演会 

（（（（1111））））病院病院病院病院プランター花植えプランター花植えプランター花植えプランター花植え    

日 時 5月 10日（日）午前 10時～ 

場 所 大町病院玄関前 

（（（（2222））））第第第第 6666 回総会回総会回総会回総会    

午後午後午後午後    2222時開会（受付午後１時３０分）時開会（受付午後１時３０分）時開会（受付午後１時３０分）時開会（受付午後１時３０分）     

場所 市役所 東庁舎２階 東大会議室 

議題 26 年事業報告、26 年決算報告、27

年事業計画、27年予算案、役員について 

（（（（3333））））公開講演会公開講演会公開講演会公開講演会        午後午後午後午後３時から３時から３時から３時から    

講講講講    師師師師    青木俊樹先生青木俊樹先生青木俊樹先生青木俊樹先生（副院長・脳神経外科部長） 

演演演演    題題題題    「「「「脳卒中と認知症の予防脳卒中と認知症の予防脳卒中と認知症の予防脳卒中と認知症の予防」」」」        会会会会    場場場場    市役所東会議室市役所東会議室市役所東会議室市役所東会議室    

（4）4444月月月月 20202020日日日日（月）（月）（月）（月）18181818時～幹事会時～幹事会時～幹事会時～幹事会（事業計画審議・任務分担について）病院会議室 

（（（（5555））））5555月月月月 17171717日（日）病院祭日（日）病院祭日（日）病院祭日（日）病院祭…ボランティア募集中：駐車場係・カレー販売・書籍売り場・

案内係・受付・会員募集他 

ごごごご協力いただける方協力いただける方協力いただける方協力いただける方は、は、は、は、髙橋（携帯髙橋（携帯髙橋（携帯髙橋（携帯 090090090090----4054405440544054----2747274727472747））））までまでまでまで    


