
恥ずかしながら今回の病気で4回目の入院となりました。

明日、一旦退院することにあたり、一言お礼申し上げます。

1.　医師・看護師そして配膳係、清掃係まで皆様全力で仕事をなさっており、

　　大変気持ちが良いものです。

　　また、挨拶も良くできており入院中気持ち良く過ごすことができました。

　　お礼申し上げます。

2.　入院中の患者にとりまして食事は唯一の楽しみでした。

　　量、味、バラエティな内容、私にとりましては100点でした。

年齢も77歳ですから、5回目の入院もある気がします。

今後ともよろしくお願いします。

耳鼻科入院病室

看護師さんが替わるたびに挨拶に来てくれるのは、大変良いと思います。

患者の不安が解消されますし、ラポールをつける第1歩です。

好印象を持ちました。

いつもお世話になっております。

小児科受付の方へ感謝しています。

先日予約変更希望で電話した際、変更しなくて済む方法の提案や

細かなアドバイスなど詳しく説明してくださり、とても助かりました。

来院当日も声をかけてくださり、嬉しい気持ちになりました。

電話口での対応も優しい口調でとても話しやすい雰囲気を作ってくださいました。

改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

眼科　右目手術

コロナ禍の中、色々制限されているので患者も家族も病院で働く方々も

大変だったと思います。お世話になりました。

消化器外科で入院、手術だったが3階西病棟入院も理解しやすくとても丁寧だった。

手術後も看護師さんの対応（笑顔）がとても良くMRI、看護病棟、薬剤師さん

皆さんの対応に感謝しています。とても良い病院だと思います。



産科で出産、入院とお世話になりました。

初めての出産でとても不安でしたが、医師の先生、助産師の皆さんにサポート、

ケアをして頂いて大変感謝しています。

特に、産後うまく赤ちゃんをみれない状況なども色々なところで誉めてくれたり、

大丈夫だよと声がけをして頂いたりと、精神面でのケアがとても良かった。

これから家に帰っても自信につなげていけると感じます。

大変お世話になりまして、ありがとうございました。

循環器科

今回で3回目となる手術入院ですが、先生並びにスタッフ皆様の気持ちの入った

対応に感謝しております。

コロナ禍の中大変なお仕事だと思いますが、笑顔を絶やさず頑張ってください。

食事も大変美味しくいただいております。

前略　入院中は大変御世話になりありがとうございました。

ICUの看護師さんの方々には忘れることのできない言葉をかけて戴き、

今も励みとなっております。

1/27午後の面会時には

「私達に元気になるお手伝いをもう少し続けさせてくれませんか」

との言葉に毎日張りつめていた気持ちが軽くなったのをとっても覚えています。

本来であれば直接お礼にお伺いし、元気になった姿を見てもらいたかったのですが

書面にて失礼いたします。

大変お世話になりました。

日頃、テレビで看護師さんの言葉に励まされたという報道を耳にしましたが、

実感でした。

優しい言葉と分かりやすいお話に不安がなくなることがしばしばでした。

本当にありがたかったです。感謝します。



眼科で手術でお世話になりました。

昼夜問わず大変な中、看護師さん、主治医の方他、大変お世話になりました。

手術の日、担当していただいた看護師さんに大変よくしていただきありがとう

ございました。

色々大変だと思いますが、みなさん体に気をつけてくださいね。

本当にありがとうございました。

3度目の入院で大変お世話になりました。

先生方看護師方のやさしさに心より感謝申し上げます。

安心して手術をして頂けます。ありがとうございました。

皆様方もお体に気を付けて頑張って下さいませ。

食事等も美味しく作っていただきありがとうございました。

不安だらけで入院し、帰りはアドバイスを頂き安心して帰らせて頂きます。

産婦人科

初めての入院、手術で大変不安でしたが、先生や看護師さん、病棟スタッフの

みなさんがとても親切で丁寧で優しくて、今日無事に退院の日を迎えることが

できました。本当にありがとうございました。

コロナ禍の大変な時ではありますが、どうぞお体に気をつけてこれからも

頑張って下さい。ありがとうございました。

眼科手術のため、スタッフ（ドクター、看護師、配膳、清掃等）に大変

お世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。

言葉ひとつにしろ、自分の言葉で適切な言葉選びをし、やさしく語りかけて

下さいます。

ドクターはよく「ほかに質問はありませんか」と

看護師は「困っていること、わからないことありませんか」と

気軽に伺ったり、依頼しやすい雰囲気がありました。

心身ともに弱っている患者には力をいただける言葉です。

深夜、患者と散歩（？）、ステーションへ入れての対話等、寄り添うことを

実践しておられるのを垣間見ました。

今後も患者のため医学のためにお励み下さいね。



脳外科7階SCU

先生は穏やかでありながら、しっかりと励まして下さいます。

助けていただいた命を3％の奇跡と信じて今後の人生を謳歌したいです。

栄養士さんはカウンセリングして下さり丁寧だと感じます。

看護師さんチームは若手にアドバイスしながら私たち患者のケアをして

下さいます。

自身は術後の頭痛に悩まされたのですが、薬（飲み・点滴）のタイミングを

はかって下さり、それでもダメで座薬の提案をかけあって下さり、本当に

救われました。

この難時代に尊いご職業に就かれて必死に素直に努力される若手を大切に

されて指導される方針は素晴らしく継続されたいです。

ナイトヘルパーさんもお優しく前向きに誇りをもって働かれておられます。

お体を大切にされ、お仕事がんばって下さい。

今後もこちらにかかりたいですし、知人へも教えます。

私は今まで病気での入院、手術という経験がなく、全く初めてのことで、

しかも眼、部分麻酔で意識ある中での2時間の手術ということに、本来なら

震えが来るほどの不安が襲ってくる状況なのに、終始穏やかなお話のされ方と

表情の先生に助けられました。

拝啓　小暑の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度私は、S字結腸憩室炎で貴院へ入院し無事退院することができました。

入院期間中、病院スタッフの皆様方には親切な対応をしていただきました。

先生方におかれましては、何度も病室に足を運んで詳しく説明していただき

相談にも親切に応じていただく等、適時適切で丁寧な対応をしていただきました。

先生方の対応は、想定以上であったためとても感動しています。

感謝の意をお伝えしたく手紙を書かせていただきました。

末筆ながら貴院の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。敬具

ｖ



71才にして初めて大学病院に入院を経験しました。

介護士さんをはじめすべてのスタッフさんの患者に対しての献身的な

仕事ぶりには感動を覚えました。

今回入院を経験して「健康の大切さとありがたさ」を痛感致しました。

残り僅かな人生ですが、考えさせられることがたくさんありました。

今後はより一層妻を大切に2人一緒に健康で長生きできるよう努力したいと

思います。

大変お世話になりました。

ありがとうございました。

小児科にて、てんかん発作で子どもが当日入院となりました。

先生も看護師さんも寄り添ってくださるので、不快な思いもすることなく

入院生活が送れています。

分からないことをお聞きしても、全て親身になってお答えしてくださるので

良かったです。

小児科にて、てんかん発作で子どもが当日入院となりました。

先生も看護師さんも寄り添ってくださるので、不快な思いもすることなく

入院生活が送れています。

分からないことをお聞きしても、全て親身になってお答えしてくださるので

良かったです。

入院して、看護師さんやヘルパーさん、お掃除の方にいろいろして頂いて

初めての入院で不安な気持ちもありましたが、皆さん親切に接してくれて

快適に過ごせています。

こちらのスタッフの方の仕事を見ていると、皆さん他の患者さんにも親切で

優しく接していてすばらしい事だと思いました。

こちらの病院は私の自宅からは近くないのでお世話になることもたまたま

紹介でしたが、この病院で良かったと感じています。



循環器内科で入院している者です。

現在は治療中で休務中ですが調理師をしています。

今回2回目の入院となります。

食事の件ですが、ご飯、主食、副菜、デザートに至るまで自分の場合は

薄味ですが、とてもおいしく満足できる食事になっております。

入院生活の中での唯一の楽しみの食事がおいしくてとてもよかったです。

7月16日から1ヶ月、手術のため入院しました。

その間、6F東病棟の看護師さんたちの対応に感謝しています。

背骨の手術のため動けず、下の世話まで気持ちよく対応してくれました。

1ヶ月の入院は自分にとってはつらいものでしたが、ホッとする事がたくさん

ありました。

皆様方によろしくお伝えいただければ幸いです。

「感謝です。」

救急入院で産科でお世話になりました。

主治医の先生はとても丁寧で、気になることもお聞きしやすく、いつも

わかりやすくご説明下さったので安心してお任せすることができました。

出産時の希望や救急入院時、薬が合わない時などもすぐに対応して下さり

ありがたかったです。

助産師さん、看護師さん方は皆さん明るく優しく丁寧で清潔感もあり

とても印象が良かったです。

入院中もお忙しい中、本当に親身になって細やかなお気遣いをして下さいました。

毎日の担当間での情報共有がよくされていて、その日の担当でなくても

体調の変化に気付いて声をかけて下さったり、授乳、搾乳の様子を見て

アドバイスくださり心強かったです。ナースコールや相談事にもいつでも

嫌な顔一つせず、すぐに対応頂けて安心でき嬉しかったです。

2か月弱の長い入院で、その中で帝王切開でのお産や救急入院など心細く

動けない時期もあったり大変な入院でしたが、安心して苦痛も少なく過ごせ

ました。ヘルパーさん方も丁寧で明るく、いつもとても細やかなお気遣い

いただき快適でした。食事もおいしかったです。

ご対応頂いたどの職種の方も皆さんプロフェッショナルな上、人間的にも

素晴らしい方々でした。

この病院で出産・治療できてよかったです。ありがとうございました。



朝8：00に来院しました。

車椅子の調子が悪くタイヤの空気が甘かったため走行するのが困難でした。

すると、警備の方が気持ちよく空気入れを持ってきてくれ、さらに空気を

入れてくれました。些細なことですがとてもありがたく嬉しくなりました。

この様な方が一人でも増えていただけると患者は助かると思います。

ありがとうございました。

3階西病棟へ初めての入院生活、不安にかられた1日が始まった。

1日～2日～3日と経つにつれ心の余裕が出てきたが、初めての経験、

心労で気持ちが折れる時、ナースの皆さんの心遣いが伝わってきた。

心安らぐ励ましの言葉で接していただき感謝しております。

ナースの皆様、本当に有難うございました。

一度も嫌な顔をしないで私を元気にして下さった皆様、大変お世話になりました。

皆様の暖かいお気持ち、一生忘れないで無駄にしないように元気で一日も長く

毎日皆様の笑顔を思い出しながら元気を出して頑張っていくつもりです。

約60日間の介護大変だったと思います。

誠に有難く心より感謝申し上げます。

6階西病棟、泌尿器科に入院しました。

この度は先生はじめ看護師のみなさん、ありがとうございました。

医療機関に勤務していたため、今回の入院、手術を大体理解していましたが、

いざ手術室に入室すると心細くなり大人げなく泣いてしまいました。

その際、麻酔科の先生と看護師さんが優しく声をかけてくれて嬉しかったです。

本当にありがとうございました。

また、担当医の先生も術後早く職場復帰出来ることを相談したところ、その様に

対応してくださりありがとうございました。

本当にお世話になりました。

先生はじめ様々なスタッフの皆さんに感謝申し上げます。



看護師さん達がとてもやさしく親切でびっくりです。

それも全員がいい人ばかりで、気の滅入る入院生活を心地よく過ごせました。

この度は、緊急での転院にも関わらず手厚い治療をして頂き本当にありがとう

ございました。

担当の先生をはじめ、先生方には詳しく検査して頂き再発のリスクも丁寧に

説明して頂きましたので不安なく退院できます。

入院中におきましては、5階東病棟の看護師の皆様には感謝しております。

精神的にもとてもお世話になりました。

リネン交換を担当している方々にもとても親切にして頂きました。

この度の入院には、東邦病院の方々に感謝しかありません。

ありがとうございました。

薄味でごはんが美味しかったです。

入院中お世話になったナースの皆様、スタッフの皆様、総じて人柄が良くてマナー

正しく快適に入院生活を送らせて頂きました。本当にありがとうございます。

9/24退院し、しばらくは通院して治療する予定ですが今後ともよろしく

お願いします。

私の人生で初めての手術入院でしたが、東邦病院の皆様の親切で心あたたまる

対応本当にありがとうございました。感謝します。



今回の入院で2回目となりますが前回同様ナースの皆様方の患者に対しての対応の

心からの優しさには本当に有り難いです。

下の世話をして頂いた時もこちらが赤面位ですが笑顔でありがとうございましたと

云って頂き本当に頭が下がります。

病院トップの方々の指導も良いのでしょうが、それを皆さんが実践し行動に移して

頂いています。

手術の前日にも手術の時にお好きな曲があればどうぞと云われ手術当日リクエスト

した曲にむかえられ麻酔の先生にも笑わせて頂きとてもリラックスし手術を受ける

ことができました。術後も痛みもなく手術にかかわって頂いた先生方にも笑顔で

接して頂きました。心まで健康にしてもらい感謝感謝です。

本当にありがとうございました。

手術後、看護師さんや先生に献身的にケアなどをしていただき、又、看護師さんには

頭が上がらない程の事を何度も何種類のことをやっていただき大変感謝しております。

東邦大学佐倉病院を選んでやっぱりよかったとつくづく感じております。

これからも外来でお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今日は脳外科に来ました。

すごく分かってくれて本当にびっくりしました。脳のこともしっかりみてくれると

言ってくれました。私の心の中の叫びも分かっていたので本当にびっくりしました。

すごい先生です。説明も1つ1つていねいにしてくれて安心致しました。

これからもどうぞよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。

看護師様の対応が良く親切でした。

お世話になりました。

みなさまのお心遣いに胸がいっぱいになりました。

接して下さった全てのスタッフ様に感謝を申し上げます。

ありがとうございました。



11月15日～糖内代謝で検査入院して明日退院です。

通院時から2F受付、それぞれの科の受付の方nurseさん方、先生方、常に穏やかで

ていねいで親切で驚きましたが、入院中もやはり皆さん（掃除の方等含め）とても

良い方達ばかりでまたびっくりです。

受診もそんなに待つ事もなく、全てのオペレーションがとても潤滑にされている

ことに感動です。

コーディネーターさんも多くの方を見ていらっしゃるのに常に明るく誰の話も

しっかりと聞いてくださっている姿に感銘を受けます。先生方もお忙しい中

回って来て下さり、他の患者さんの先生でしたが本当に寄り添い耳を傾けている

ことに頭が下がりました。

そして何と言っても看護師さん方は色々な科の様々な患者さんに対応するだけでも

大変でしょうが、一部のpatientの理不尽な物言いや要求にもしっかりと対応され

常に穏やかに接している皆さんには心からの”ブラボー”と拍手を送りたいです。

どんな状況でも「そっけない」や「冷たい」と感じることが1度もないことは

奇跡的とさえ思いますが皆さん全てがプロフェッショナルなのだと思いました。

少し距離はありますが全く苦にならない病院であって下さることに感謝致します。

ありがとうございました。

引き続きお世話になります。

医師、看護師、ヘルパーさん含め全ての人達がていねいに接してくれて感謝

しています。

食事もとても気をつかって頂いているのがわかります。

今迄かかってきたお世話になった病院の中でも最高です。

大変でしょうが、このままよろしくお願いします。

昨年10月消化器内科で父が最後までお世話になりました。

先生方には大変良くしていただき本当に感謝しております。

今日は整形外科に受診しました。

しっかり話を聞いてくれて私の気持ちも分かって頂き、優しくて安心しました。

きちんと診察をして頂き本当に安心しました。



白内障、緑内障で2泊3日の入院。

50年ぶりの入院で不安とこわさがありましたが、医師、看護師の皆さまが

優しく丁寧な対応で気持ちが穏やかになりました。

病院の施設も清潔で合理的に出来ており、6人部屋でしたが電動式のベッドも

あり個室のような快適な3日間でした。

手術に不安がありましたが先生に一言一言声をかけていただき安心できました。

手術がうまくいきホッとしております。

1日3度の食事も美味しくカロリー計算された完ペキの食事で体調も良くなった

感じです。

素晴らしい病院です。スタッフの皆様に感謝いたします。

本当に有難うございました。

2021年3月に緊急で1回目の網膜剥離のオペ、入院。

今回は網膜前膜のオペ、入院でお世話になりました。

患者側の不安な気持ちにいつも優しく向き合って下さりとても感謝しています。

診察で多忙な中、他の方からもいつも同じような質問が繰り返されていると

思いますが、イヤな顔ひとつせず「何でも聞いて下さい。他にはありませんか？」

と声を掛けて下さいます。

医師としてはもちろん人として素晴らしい方だと思います。

仕事で眼を使うことが必須のため、本当に感謝しております。

又、入院中、看護師さん、ヘルパーさん、清掃の方、皆さん優しい方々でした。

ありがとうございました。

看護師さん

殆どの人が聞いたことに誠実に答えてくれてスキルの高さを感じました。

目を見て向き合ってくれて安心できました。

循環器内科様

先日は先生はじめ皆々様には大変お世話になりました。

先生はじめ皆々様の暖かいお気持ちに感謝申し上げます。

本当に有難うございました。



婦人科　紹介状を持参し貴院へ

受付会計等がとてもスムーズに行われている。

10月末から11月毎週検査に通いましたが対応してくださる皆様が感じ良い◎。

12月手術のため入院。

コロナの事もあり孤独と痛みの日々。看護師さん達の対応力と連携がすごい。

患者への思いが皆さん感じられました。

残念ながらマスク着用なのでお顔も解りませんが、どの方も良くやってくだ

さっていました。

不愉快を感じることも一度もなく本当に素晴らしいと有難く思いました。

浴衣、タオル等も借りましたが良かったです。誰かに病院のお話はすると

思います。

予定通り退院できるのも先生はじめ病棟の皆様のおかげです。

ありがとうございました。

看護師の方をはじめ、他のスタッフの方にも大変よくしていただき、とても

丁寧な対応をされているのがとても印象的でした。

お世話になりました。

<胃がん切除と胆のう切除>12/15入院　12/15　9時ごろ手術開始

8時間を超える手術だったとのご報告を拝聴し、よくぞそんなに長時間の

労働に従事して下さったご担当の先生方そして看護師さんやその他の医療

従事者の方々に心から感謝の気持ちをお伝えいたします。

健康であることが自慢の私でしたので検査の結果胃がんの手術、さらに

手術前のMRIや超音波による精密検査の結果、胆のう及び胆石も今回処置

しておく方が良いとの診断により、今回8時間以上の大手術をしていただけ

ました。

健康に十分の自信がございましたが、本当の健康の意味とありがたみは

病気になって初めて知ることに今回相成りました。

東邦大学医療センター佐倉病院の皆様の熱心で献身的なご対応に重ねて

深甚の感謝の意を表します。

期待通り退院できれば、また好きなゴルフをエンジョイし現在83歳の

年金を押し上げ元気に余生をエンジョイしたいものです。

ありがとうございました。


