
高柳 勝　様

手術前だから緊張していたけど、みんなが寄って

きて沢山お話ししてくれたから励まされたよ！

こんなによくしてもえるなんて、感動しちゃっ

た！ありがとう！

私、色々な人に言ってるんだけどね、ここの皆さんは本当に

優しくて親切ね！ないわよ、こんなところ！

女性のスタッフさんも男性のスタッフさんもみんないいわ！

受付から診察室までどこに行ってもいいスタッフさんばか

り！手術中に手を握ってくれる人がいたり・・・。あの手の

暖かさにどれだけ安心できて、どれだけ心の支えになった

か・・・。そばに居てくれる感じが伝わって、心強かった

し、緊張がとけて安心した。ホっとするのよね～。皆さんの

パワーはすごい！主人と同じ日に手術してもらえて本当にあ

りがたかったわ！

（2020.10　片眼手術）

帰り際に「本当にありがとう」と数歩進んでは立

ち止まって何度もお礼をしてくださいました。

玄関の所では、「本当にみんな優しい。本当にみ

んなが良い！手術してよかった！」とおっしゃっ

てくださり、お付き添いの奥様も隣で拍手をして

喜んでくださいました。

（2020.9　両眼手術）柳澤 二三子 様

手術を受けられた患者様からいただいたメッセージ

（2020.10　両眼手術）高橋 雅子　様

小暮 清美　様 （2020.6　両眼手術）

内科の先生に紹介してもらって来ましたが、本当に紹介して

もらえて良かった！皆さんの事が大好きです！会えて嬉しい

です！



高井 千枝子 様 （2020.9,10　両眼手術）

あまりにも嬉しくて娘にも手術勧めたよ！もちろん、

いとう眼科でね！だって、みなさん本当に優しくてび

っくりしたし、まさかもう片目も手術したいと思うと

は思わなかった。みなさんのお陰です。

亡くなった主人の遺言だよ「ここで手術しろよ！」と。

主人が体調悪い時も「いとう眼科、俺が連れていく！」

と言われたけど、あんた、その身体じゃ運転できないで

しょ・・・と思って断ったくらいだったんだ。

なんか、泣けてくるね・・・

酸素ガラガラ転がしているのに誰も嫌がらず丁寧に案内

してくれるし、ここまで親切なところはないんだよ。本

当すごいんだよ。ここで手術してもらえることが幸せだ

よ。息子も「ここが混む理由がわかったよ。みな親切だ

から」と言ってるよ。

いとう眼科さんのお陰で夫婦で笑い合える時間が沢山あ

った。本当にありがとう。

今井 峯子 様 （2020.12　両眼手術）

手を握ってくれたのが、うんと安心した～。緊張がほ

ぐれてリラックスできたよ～。寝ちゃいそうになった

もんな～。

磯部 敏幸 様 （2020.10　片眼手術）

皆、お世辞抜きにいい！手術終わって皆にすすめまく

ってるよ！いとう眼科さん、凄かったから、安心し

た！本当の言葉だよ！本当によかったよ。

野澤 たけの 様 （2020.8　両眼手術）

手術前も今日も、こんなに話を聞いてくれる眼科はな

いよ。うちで飼っている猫の話までしちゃってごめん

なさいね。いろいろ聞いてくれて、ありがとう！

羽切 和美 様 （2020.10　両眼手術）



（2020.9　両眼手術）岩田 早苗 様

（2020.11　両眼手術）

手を握ってくれたから手術ができた。あれは良かっ

た！凄いね！ずっと握ってくれているか心配したくら

い。あれがなかったらおかしくなりそうだったよ。

本当によかった。

もっと早く手術すればよかったです。こちらはスタッフ

の方が皆とても良い対応をしてくれるので嬉しいです。

なんの心配もなかったです。何件か他の眼科に行ったけ

ど、本庄からで遠くてもいとう眼科がいいです。色々な

人に対応してもらったけど嫌な人が一人もいない！優し

さに飢えているから、対応がいいと凄く安心。これから

手術したいという人がいたら、いとう眼科を勧めます！

新井 喜久江 様 （2020.10　両眼手術）

皆さん、本当に凄いよ！こんな年寄りにもわかりやす

く説明してくれるし、本当に皆さんに癒される！

エネルギーをもらえるよ！ここは本当に皆謙虚で控え

めだね。眼科に来てこんなに良い思いにさせてもらえ

るなんてないよね！

みんなのお陰で手術できました。本当に皆のお陰！い

とう眼科に来たのも周りの友達が「いとう眼科は皆親

切だよ！いとう眼科なら安心だよ」と勧めてくれたか

らです。全員が良くしてくれるところはそうはありま

せん。他の眼科で手術を断られたから余計に嬉しいで

す。本当にありがとうございます。

新井 政子 様 （2020.7　両眼手術）

浅見 章  様

何から何までやってくれて、どこまでも至れり尽くせ

りです。皆、よく動くし本当に親切。だから手術も安

心。

松原 仁子　様 （2021.10　両眼手術）



皆さん、本当にやさしくて、どうしたらこうになるのかな

と、本当に感心しています。みな凄いです！みんな仲良く

ってびっくりだよ！一丸となって輪を作っているがわか

る。ここで手術していただけて本当に良かったです。

（2020.9　両眼手術）茂木 勝 様

栗原 幸子 様 （2020.10　両眼手術）

手術前は緊張しちゃうけど、みんなの動きを見ていたら

気持ちいいし、安心できてみんな任せて手術に臨めた

よ。間違いがないように一つ一つチェックしながらやっ

てくれているのもわかるし、ありがたいよ。

手術して人生変わった！手術の説明もわかりやすく優

しくしてくれ、話も沢山聞いてくれ、安心してお願い

できました。本当にここは素晴らしい！何より皆さん

がほんっとうに素晴らしい！ほんとよ！毎月色々な病

院に行っているけど、全然違う！ほんと、ありがたい

わよ！みんなが寄り添ってくれるから本当に安心で

す。よく周りの友達ともいとう眼科の話になり「あそ

こは本当にいい所！素晴らしい！」とみんなで話して

るよ。富岡でも評判良いよ！わざわざいとう眼科で手

術する人多いよ。あまりに感動したので、新聞にいと

う眼科のこと投稿したの。お友達にも自信をもって勧

めてるのよ。先生をはじめ、皆さんには本当に感謝し

ています。こんなにいいところで手術できて本当に良

かったです。

須藤 和代 様 （2020.10　両眼手術）

櫻井 順子 様 （2022.3　両眼手術）

いとう眼科さんはとても評判よくて、周りの友人4～5人

はこちらで手術してますよ。設備もよく、皆さんテキパ

キ動かれてますし、すごいですよね。何より、雰囲気が

いい。長く勤めている方も多いし、皆さんが仲がいいの

が伝わってきます。どなたも優しくていい方ばかり！こ

こに来るのは息抜きになります。



皆さんに本当に親切にしていただいて助かりました。

皆さんすごくキラキラしていて優しくて親切で、天使

ですよね。マスクをしていても笑顔なのがわかりま

す。最初来たときびっくりしました。ここは全部い

い！病院に行くって怖いけど、皆さん親切で不安が軽

減されリラックスできます。手術は怖かったけど、親

切にしてくれたので、平気でした！

（2021.2　両眼手術）内林 茂男 様

櫻井 智子 様 （2019.10　片眼手術）

いとう眼科に来るのが楽しみだったの！また次が1年後

で、なんかもっと早く来たいな！皆元気にしてるかな～

ってすごく楽しみだったの。手術も楽しかった！

皆に励ましてもらえて怖くなく終わってよかったよ。痛

みも全然なく、皆の優しさが眼に届いたんだろうな～。

ここの人はみんな優しいんだよな。来るのが楽しみだ

よ。会いたくなっちゃうもん。手術もう1回してもいい

(笑)そうすれば沢山通えるしね。

相川 清 様 （2021.4　片眼手術）

鈴木 秀彦 様 （2021.7　両眼手術）

白内障手術を決めたはいいけど、ずっと不安だっ

た。でも、手術室に入ったら沢山の人がいて、皆さ

ん優しくしてくれ、後はパンフレット通りだった。

本当に手術できて良かったと思っています。手術前

にお茶やアメを出してくれてすごく落ち着いた。こ

んなによくしてもらった手術は初めてだった。皆さ

んには頭が下がる思いです。涙が出るくらい良くし

てもらって・・。

黒岩 義明 様 （2020.12,2021.1 両眼手術）

ここの人たちは皆いい！こんなに声を掛けてくれるとこ

ろはない。用がなくても来たい。いとう眼科が一番。老

人会でもよく話題になるんだよ！友達もみんなここで手

術している。俺もここで手術してもらえて本当によかっ

たよ！これからも宣伝しますよ！



ここの皆さん本当に親切だよ！皆覚えてくれるし嬉し

い。手術前は家族に行先を言われないで連れて来られ

たくらい、病院には行きたくなかった。でも、今は通

うのが楽しみ！皆にいとう眼科を勧めまくってるし、

これからも宣伝するよ！命ある限り通います！

（2020.11　片眼手術）小暮 しも 様

高橋 美奈子 様 （2021.1　両眼手術）

不安があったけど、皆親切で励ましてくれたから本当

に救われた。なんで皆さん、そんなに優しい方ばかり

なの？本当に優しすぎるくらいよ！

本当に良かった！凄い！冊子通り！みんな優しいから

心の準備ができて手術に臨めました。あんまり良かっ

たから、愛媛にいる友達にまで勧めたよ！

齊藤 惠美子 様 （2021.4　両眼手術）

 堀内幸枝様・岩田富美枝様
（2022.5　両眼手術）

皆さん朝の7時台から凄いです。ここの皆さんは、みん

な親切で気立ても良くて、嫌な人がいないもんね。こん

ないい人ばかりのところはないよ。訪問看護で行った時

も、いとう眼科さんの話になって、ここで手術して良か

ったと言ってましたよ。隣に座った方も、いとう眼科の

事褒めてましたよ。皆さんはハートがありますよね。心

細やかで説明も丁寧だから安心できます。少しでも目の

事を言う人がいたら、いとう眼科さんを勧めますね。他

の看護師さんとか見習いの方も、みんなここで学んだ方

がいいくらい、教育がしっかりされています。

須藤 孝子 様 （2021.4 両眼手術）

皆さんの愛情に包まれて安心して手術受けられまし

た。皆さん、常に優しい。ずっと優しい。皆さん、親

切で温かいから感動しています。励まして頂いて、心

が伝わってきました。



（2021.10　両眼手術）

皆さん、ものすごくいいよね！普通病院なんて行くの

嫌だけど、ここに来るの嫌だと思ったことは一度もな

い。ここに来るのいつも楽しみなんだよ。メンバーも

変わらず、誰に当たってもいい！手術後来院間隔があ

いて、いとう眼科に来れなくなるのが寂しい。

福島 正晴 様

（2020.12　両眼手術）早川 一光 様

（2020.12　両眼手術）

本当にここはすごい！皆さんの他の人を思いやる力が

すごい。本当に親切に良くしてくれた！こんなに優し

くしてくれるところはないよ。こんなところがあった

なんて・・・。もっと早く手術すればよかった！眼科

はあまり行ったことがないけど、こんな病院はない！

もし周りで白内障の人がいたら、手術は絶対にいとう

眼科でするべきだ！！って勧めるからね！自分にはこ

れくらいしかできないけど、本当にいいからね！

宮田 和子 様 （2020.9 両眼手術）

最初は不安だったけど、皆さんとても親切で安心して

手術できました。もっと早く手術しておけば良かっ

た！あんまり嬉しくて娘にも手術勧めたよ。もちろ

ん、いとう眼科でね。だって皆さん本当に優しくてび

っくりしたし、まさかもう片眼も手術したいと思うな

んて思わなかった。みんながついてくれていると思う

と、心強かった。みんなが良くしてくれるから、とて

もありがたいのよ。

八重樫 聰子　様
手術の時は皆さんが膝をついて一生懸命寄り添ってく

れたので安心できました。いつも皆さんが話しかけて

くれて、皆さんの気にかけてくれる心が凄すぎまし

た。家では家族で皆さんの事をよく話すのですが、今

日は皆さんの事を見てもらいたくて、介護の仕事をし

ている娘を初めて連れてきました。「笑顔が違う！膝

をついての対応も全員が出来るのがすごい。自分もい

ずれ手術になると思いますが、こちらでお願いしたい

です」と感心しきっていました。



手術した1週間は幸せだったよ～。不思議な感じ！楽し

かったね～。皆に守られている感じだったよ。ここで

の手術は今までに経験したことない良い思い出。手術

がいい思い出なんて不思議だけど、皆さんの温かさや

パワーが伝わって、癒された。ここは一人二人じゃな

くて、みんなが良い！ここに出逢えて嬉しいし、あり

がたいよ。もう他は考えられない。パンフレットに書

いてあることは全部本当だった。いとう眼科を世に知

らしめたいよ。本当に手術してもらえてよかった。本

当は年中通いたいよ～！！

（2021.2　両眼手術）角田 早美　様

六名 厚 様

手術中は手を握ってくれ、更にとんとんとゆっくり落

ち着かせてくれて、本当にあの手に支えられた。お陰

で痛みもなかったし、大丈夫だったのよ。皆さん本当

に親切で、優しくて、沢山話しかけてくれるから、頑

張ろうと思えました。皆さん、良い人！いつもお話し

してくれて、ありがとう。良くしてくれてありがと

う。今度は家族を連れてくるね！皆と会えるのが楽し

みなの。ここは来るのが楽しみな場所なの。

松本 敏子 様 （2021.1　片眼手術）

（2021.4　両眼手術）

皆に親切にしてもらったので、手術の時心配していた

ことは全然なくなって大丈夫になりました。普通、他

の病院だったら手術前にこんな笑い声なんて聞こえな

いよ！みんなが話しかけてくれるからだね。ここは本

当にすごいよ！こんなにいい病院ないよ！最初来た時1

日でわかったもん。みんないつもニコニコしていて

さ、嫌な感じの人が一人もいない。

山口 しず 様 （2020.12 両眼手術）

ここのスタッフさんはみんな走ってるよね！みんな笑

顔だし。とにかくすごい優しい。誰が優しいじゃなく

て、みんな優しいってすごいよね。いろいろな病院に

行くけど、ここが1番だよ。安心して手術に臨めたよ！



本当にいろいろなところが丁寧ですごく良いです。資

料もわかりやすく大きな文字で、患者さんの事を考え

てくれているのがよくわかります。手術をするなら、

絶対にいとう眼科でと皆に勧めるつもり。付き添いで

来ていた娘も「自分が手術する事になったら、いとう

眼科に決めた」と言ってました。無事に終わって本当

に良かったです。皆さんのお陰です。心からそう思い

ます。皆さんの温かい気持ちがものすごく伝わってき

て、心がほぐれてこちらの心も温かくなりました。

（2021.1　両眼手術）小林 みほ子　様
手術前に資料を読ませてもらって期待しかない！！楽し

みしかない！！と手術に臨みました。皆、あまりにも優

しくてびっくりした。本当に皆さん素晴らしい！感動し

た！こんな病院他にはないよ！一番素晴らしい！皆さん

すごく感じが良く、協力しあっているのも素晴らしい！

皆さんを信頼しているから全く不安はなかったよ。手術

して人生観が変わった。皆さんには親切にしていただい

て感謝してもしきれない。優しいだけじゃなくて温和で

すよね。今日もここに来ることを楽しみにしていまし

た。病院じゃないみたい。病院らしくない！私の周りの

方もいとう眼科さんで手術してスタッフの皆さんに感動

していますよ。皆さん、本当にありがとうございます。

新井 潤子 様 （2021.4　両眼手術）

中谷 守 様 （2021.4 両眼手術）

本当に手術してよかった。妻にも毎日手術して良かっ

たと伝えている。こんなに嬉しいことはないよ。毎回

来るたびに皆が親切だし、言うことないよ！

新井 和美　様 （2020.10　両眼手術）

手術って怖いけど、どこに行っても「頑張ってくださ

い！」と声を掛けてくれ、一言一言が優しく安心して

手術できました。周りの人にも白内障の人がいたら

「いとう眼科に行って早くやってもらいな！」ってど

んどん勧めてるわよ！



皆が良くしてくれるし、親切に教えてくれるし、本当

に手術してよかった。手術後も快適で言うことない

よ。私の周りで、いとう眼科で手術している人増えて

きたわよ！声を掛けているからね。今度はボランティ

ア活動しているグループにも声掛けてくるよ。皆に、

いとう眼科で手術してほしいからね！

（2020.9　両眼手術）新井 京子　様
皆は素晴らしい！良い人ばかり！！家を出る前からド

キドキでずっと緊張していたけど、みんなが声を掛け

てくれて気持ちを和らげてくれるから本当に助かりま

した。怖さを忘れられるし、一緒にお話ししてくれる

のが楽しいし嬉しい。全員が親切で優しい病院なん

て、きっと他を探してもないわよね。とても安心しま

した。私だけでなく、きっと他の患者さんも思ってい

ると思います！何を聞いても細かく答えてくれるから

助かるよ。皆に会えるとホッとする。

宮本 陽子 様 （2017　両眼手術）

金澤 玲子 様 （2021.2 両眼手術）

ここはみんな素晴らしいじゃないですか。不安で来た

のにこんなに安心できるなんて。付き添いで来てくれ

た近所の人も、手術はこちらでしたいと言ってました

よ。他の人にも早く手術したほうがいいわと勧める

ね。皆に出逢えて、こうして親切にしてもらえて本当

に嬉しいわよ！みんなのお陰で、いつも来るのが安心

でしたよ。

関口 トシ子　様 （2021.3　両眼手術）

ここは皆優しい！初めて来たときからずっと思ってい

た。付き添いでよく病院に行くけど、嫌なところが多

くて通院を諦めてしまう。でも、こちらは優しくて不

安を和らげてくれる。病院に行くのは不安なことだら

けだけど、いとう眼科さんは行くのが楽しみになって

行きたくなる。こんな病院ないです。すごいです。

（2021　硝子体内注射）



皆さん、良い人だよ～！心強いよ。手術も安心。手術

が無事に終わったのも皆さんのお陰です。皆さんに助

けて頂きました。もし嫌な人が一人でもいたらそれだ

けで気持ち落ちちゃうけど、ここは皆さん親切で良い

人だから安心してできました。毎日通いたいくらいだ

よ。こんな病院初めてだよ。医師会にどこがいい眼科

か聞いていとう眼科さんを紹介してもらって来たけ

ど、それからず～っといとうさんにお世話になってる

よ。誰か目が悪い人がいたら必ずいとうさんを紹介す

るね。本当にいい病院よ、ここは！みんな、明るく、

笑顔だから安心するよ。みんなのキビキビ動く姿を見

てると、楽しくなっちゃう。病院って来たい場所じゃ

ないけど、また来たくなるわ！みんなの顔が見れるの

が嬉しいよ。患者さんはお年寄りが多いと思うけど、

みんな優しいから安心して来れるわね！みんな言わな

いかもしれないけど、そうに思っていると思うわ！

（2020.12　両眼手術）永廣 佐代子　様
初めはどうなるか不安だったけど、皆さん優しいし、

すごく良くして頂いたので心強かったです。皆さん、

親切で、こちらの話も沢山聞いてくれるので、頑張れ

ました！本当に皆さん優しすぎてすばらしいわ！病院

って嫌なイメージだけど、ここは初めて入った時から

いい感じが伝わってきたの！ここに来ると落ち着く。

安心して帰ることができる。普通は「手術」って言葉

を聞くだけで怖いけど、今は全然怖くない。本当にい

い所よ！見るところすべてがすごい！

渡辺 百合子 様 （2021.1　両眼手術）

山田 淑子 様 （2020.12 両眼手術）

手術は皆にお任せで大丈夫！みんながいるから安心し

て臨めました。手術前に皆さんが声を掛けてくれたの

が本当に嬉しく、心強かったです。手術中も手を握っ

てもらえたのが、ほんと～に心強かったです。みんな

に優しくしてもらえて本当に有難かったです。



他の眼科に行ったとき怖い思いをしたことを姉に伝え

たら、いとう眼科がいいよって教えてもらい来たけ

ど、言ってもらえて本当に良かった。皆いい人！説明

も丁寧で話も聴いてくれて本当にありがたい。手術は

丁寧に説明してくださったから大丈夫！と思ったけ

ど、やっぱり直前は怖かった、でも皆さんが本当に優

しく、細かいところまで気を配って下さり、万全の準

備をしてくださったので、精神的に安らいで手術に迎

えました。至れり尽くせりで本当にありがとうござい

ました。皆さん、若いのに腰も低くて、こんなところ

ないよね。前に他の病院に行ったことあって、その後

ここに来たら違い過ぎてびっくりした。私だけじゃな

くて、皆がここのスタッフさん良いって褒めてくれる

でしょ？私が言っていることも本当の事だからね！こ

んなに皆そろって良い方ばかりの病院はないですよ。

嫌な人が一人もいない。本当によかった。手術から3か

月がたつけど、皆に優しくされたこと、親切にしても

らったこと忘れないよ。いつもありがとう！

（2021.6　両眼手術）渡辺 久江　様
皆、飛びぬけてるんだよな。ダントツなんだよ。入っ

て来た時から全然違った。他の病院だと上から言うの

が普通なんだよ。事務的だったり。一人でも嫌な人が

いると、えっと思うけど、ここはみんながいいよ。い

とう眼科さんの評判は本当にいんだよ。だから選ん

だ。ここはみんなが気持ちい。来るたびにそう思う

よ。全体の雰囲気も最高で、帰るまでずっといいよ。

ハートがあるよね。

若生 宏 様 （2021.4　両眼手術）

石川 あや 様 （2011.1 両眼手術）

みんなに会えて嬉しいよ。手を引いてもらったり、み

んなによくしてもらって嬉しい。中々来れないけど、

会えると嬉しいよ。あえて熱くなっちゃった。みんな

に会えるのが一番！みんな素敵！



手術をしてもらって本当に世界が変わった！こんなに

も変わるんだね！！目は大事だから本当に嬉しい。検

査の時も手術の時も色々な人が一生懸命してくれてい

たのが伝わったよ。手術中、手を握ってくれた事が何

より嬉しかった。ホッとした。あの手には心が入って

いました。皆にお世話になって言葉にならない

よ・・・。手術した日もぐっすり寝れたし、本当にあ

りがとうございました。家がここから近いんだけど、

毎日来たいくらいだよ。ここは本当に雰囲気が良い。

混んでいてもこの中は空気がゆっくり流れているみた

いで落ち着くんだよね。皆に会いに来るのがとても楽

しみ。皆に会うと元気もらえるよ！次の予定は来週だ

けど、皆に会いたいからその前に来たいよ～。皆さ

ん、優しくて親切で丁寧に扱ってくれて、本当にあり

がとうございます。本当に皆さんに感謝です。

（2021.6　両眼手術）青木 藤子　様
前回も思っていたけど、説明が本当に丁寧だよね。こ

んなに話をしてもらえると手術したいと思えるよ。安

心できる。予約の時間も1時間とか待たせる病院あるけ

ど、ここの皆さんは走り回っていて時間も待たせるこ

となく素晴らしいと思うよ。患者の時間も有限だし、

そこを平等に見てくれるよね！

石渕 彰秀 様 （2022.1　両眼手術）

井上 ひろみ 様 （2021.9 両眼手術）

今朝、眼帯の隙間から見たら、すごく良く見えて感動

して泣いてきました。皆さんのお陰です。皆さん優し

くて、すごく人柄がいい。目が見えるのも感動だけ

ど、皆さんに感動。この感動をどう伝えればいいかず

っと考えているんです。皆さんの人柄に惹かれたわ！

ここは他と違い過ぎる！病院ではないよ。オアシス以

外の何物でもない。ここで手術できて、本当によかっ

た。本当にありがとう。



ゴルフ仲間も家族も、みんなから「いとう眼科

さんなら大丈夫！」「心配ない！」「皆がいい

から！」「間違いない！」と太鼓判を押されて

きた。白内障のパンフレットに書いてあること

は、いとう眼科の宣伝だと思っていた。けど、

実際にスタッフの皆さん全員優しく、パンフレ

ットに書いてある通りなのでびっくりした。両

眼手術してずっと通っているけど、一度も違う

と思ったことない。こんなことは普通ないよ

ね。手術前は緊張しているから、沢山話しかけ

てもらったり、笑顔を見せてもらったりで、安

心できた。本当に助かった。スタッフさん達は

話を聞いてくれるし、優しく親切にしてくれる

から安心でした。ゴルフ仲間が何十人といて、

手術の事聞かれたりするんだけど、「看護師さ

んがついててくれるから大丈夫だよ！」ってみ

んなに話しているよ。本当の事だからね。ここ

の看護師さんには本当に良くしてもらったよ！

（2021.7　両眼手術）大森 隆弘　様
看護師と医者3人に聞いたら、皆「いとう眼科がいい」と言うの

で、ここに来た。他の病院だと嫌な思いすること何度もあるけ

ど、ここでは一度もない。嫌なスタッフも一人もいないし、皆さ

んが寄り添ってくれるのをすごく感じます。説明も、こんなにし

てくれるところはない。そして、ウェルカム感がすごい！温か

い！それに、皆が仲良さそうなのが分かる！皆親切で優しくてス

タッフ全員いい！いつ来てもいい。病院なのに楽しめる。すごく

楽しい！これほどの病院、他にはないです！本当に凄いと思う。

最初来た時から、もうここは大丈夫と安心してますもん。ここは

絶対に間違いないと思うから、会社の人全員にいとう眼科を宣伝

している。眼科に行くなら、いとう眼科。白内障手術をするな

ら、いとう眼科って、いつも皆に勧めています。

新井 真吾 様 （2021.8　両眼手術）

岩崎 春枝 様 （2015.9 両眼手術）

いとう眼科の皆さんは本当に優しくていつ来ても気持ちがい

い。皆がこんなに優しい病院はないわよ。本当に素晴らしいで

す。いつ来ても安心です。毎回楽しみで通っています。



手術ずっと楽しみに待っていた。皆さん優しいから安

心している。本当に良い人達ばかりで良かった。当日

を迎えても不安なんていっこもなかった。もう、すべ

てお任せで、何の心配もなく手術を受けられました。

手術後の通院も、通う日は毎日楽しみにしていまし

た。病院なのに楽しみって凄いなと思います。皆の顔

を見るとホッとするよ。安心しちゃうよ。皆に出逢え

て本当によかったよ。ここはいう事ないね！すごい

や！全部いい！いつも大満足なんだよ！

（2021.8　両眼手術）市川 満　様
友人にも「白内障ある？行くならいとう眼科だよ！皆良い人だ

から！！」と事あるごとに言ってるんだよ！ここの人は初めて

の人にも良くしてくれるからね。コロナで嫌な事もあるけど、

皆に会えるのが楽しみで来てるのよ。皆の顔が見れるだけで嬉

しいんだよ。ここに来るだけで幸せな気持ちになっちゃうの。

皆動きが本当にすごく、皆に会えると元気になるわ！ここの皆

さんは本当に親切で、嫌な人が一人もいない。他の場所だと緊

張しちゃうけど、いとう眼科ではみんなが気にかけてくれるか

ら、心も和んで助かる。皆さんの元気な声と元気な挨拶で、す

ごいパワーをもらえるの。本当にいつもありがとう。いとう眼

科は私の自慢なの！いとう眼科に出逢えて、受診できて、手術

してもらえたことは、私の人生一の誇りなの！

岩田 和代 様 （2020.12　両眼手術）

磯野 義弘 様

（2021.10 両眼手術）

最初は手術が億劫だったけど、皆さんの顔見てなんか安心でき

て、手術しよう！って思えたの。通院も皆さんの顔が見たくて

楽しみにしてるのよ！手術中も沢山支えていただいて、手もず

っと握ってくれて、ギュッと握ると、ギュッと握り返してくれ

ることが嬉しかった。

（2021.3 両眼手術）

素晴らしいです！なかなかこんなところないです。患

者が一番不安なのは「わからない」という事。でも、

ここは、誰に聞いても優しく親切に答えてくれ、詳し

く話してくれる。不安も吹っ飛ぶよ。本当に素晴らし

い。プロフェッショナルなのと、それぞれの人間性が

素晴らしいです。手術中も手を握ってくれたのが、本

当に救いの手だった。ありがとう！

松原 仁子 様



前から来ていて、凄いと思っていたが、今年になって

から特にいい！全然違う。担当の方じゃなくても皆さ

んが声を掛けてくれ挨拶してくれる。皆さん来てくれ

る。患者は存在を認めてもらうのが一番嬉しい。皆さ

んは親切だし、何より「聞きたい」と思う事を先に全

部話してくれるから、何も聞きたいことがないです

よ！！疑問に思う事、何もありません。本当に凄い事

です。皆さんが良い人なので、手術も緊張しないで臨

めました。皆さん、キレイな心で立派に歩んでいて素

晴らしい。皆さんを見ていると心からそう思える。こ

の、いとう眼科という世界は素晴らしい！素晴らしい

世界です！

（2021.6　両眼手術）島崎 妙一　様
皆が優しい！親切！手術って不安じゃない？でも、近

所の人に「いとう眼科さんいいよ！スタッフさん皆親

切で不安も吹っ飛ぶから大丈夫よ！」と言われて決め

たのよ！本当にその通りね！皆さん本当に優しい。す

ごくホッとした。今度は私が皆に勧めてるよ！

斉藤 直子 様 （2021.6　両眼手術）

小林 愛子  様 （2021.12 片眼手術）

色々な人に眼科の事を聞いた。そしたら、ここが一番

よかった。医療関係の人も、いとう眼科がいいと教え

てくれた。ここは安心できる事が揃っている。「大丈

夫ですよ」という言葉だけで安心するし元気になる。

ご飯が食べられなかったのも、食べられるようになっ

たくらい安心した。友達の半分以上がいとう眼科で手

術したけど、皆に聞いて、ここしかない！ってすぐに

決めた。ここのスタッフは話しかけてくれるし、話を

聞いてくれるし、笑顔もいいし、それだけで安心して

治っちゃう！ここにして本当によかった！本当にいい

スタッフさん達に出逢えてよかった！感謝してます！

西本 武 様 （2021.6　両眼手術）

あんまり一生懸命頑張っているから、褒めるのを通り

越してびっくりしちゃってるよ！皆に会えるの楽しみ

だけど、混雑しているから会うの大変だな(笑)

皆を見ていると頑張らなきゃと思うよ。



コ ウェイウェン 様 （2021.5　片眼手術）

一生懸命に説明してくれたから大丈夫！みんなに任せれば

大丈夫！全部あなたたちにお任せ。それで大丈夫！不安も

緊張もないよ！みんなが気にかけてくれるから嬉しいで

す。私、ここ大好き。ここに来るのが一番の楽しみ！皆に

会えると元気出るよ。次来るのが大分先と言われちゃった

けど、みんなの顔が見たいから、またすぐに来るよ～。あ

なたたち、病院の鏡よ。すごくいいよ！台湾の友達にも、

日本に来ていとう眼科で手術しなよ～と言ったよ。紹介し

た人たちも皆来て喜んでたよ！胸張って自慢できる！

手術できて、涙が出るほど嬉しい。手術が無事に終わった

のも皆のお陰。緊張したけど、スタッフの皆さんの細やか

な対応のお陰で、何も心配なく、すごく安心して臨めまし

た。皆さんプロ意識がすごく、動きもキビキビでびっくり

しました。対応が素晴らしいです。本当に感謝していま

す。とても支えになっています。手術された方皆さんそう

思っていると思いますよ。手術後のケアもしっかりしてく

れるので安心です。皆んの事、信頼しています。

神田 依子 様 （2021.12　両眼手術）荻野 則子 様 （2021.6　両眼手術）

ここは親切だって聞いてきたけどすごく丁寧で優し

くて本当だった。あんまり丁寧でびっくりで安心す

る事ばかり。すぐにでも手術お願いしたかった。先

生だけでなく、スタッフさんがあそこまで真剣に親

身になってくれたのが嬉しかった。役所でも何十回

もいとう眼科の話をしてるし、周りに宣伝しまくっ

てるよ。

皆さんがいなかったらここまで来れなかった。皆さ

んがいて心強かった。ここは本当に素晴らしい病

院。みんな親切で、キビキビ動いて親身になってく

れるし、とにかく、気持ちがいい！どれだけ待って

も全然苦じゃない。こんないい病院他にないよ。こ

の病院に通えていることが自慢だよ。手術してこん

なに見えるようになるなんて思わなかった。手術前

の準備室もまるでエステサロンよ！エステみたいに

リラックスできた！こんなに良くしていただいて幸

せ。近所の人だけじゃなく、宅配に来た人にもいと

う眼科を勧めてるのよ。皆には感謝しかない。本当

にありがとう！



子供のころからずっとメガネだったから、こんなに見

えて感動。人生変わった！嬉しくて毎日泣いてる。

ここのスタッフは皆親切。色々な病院に行くけど、こ

こが一番だよ。すごく感じがいい。細やかな気配りが

あって、優しくて親切で、本当にすごい。真心が伝わ

ってくるよ。手術を受けて皆さんの素晴らしさがより

分かったよ。こんなに一丸となってやっているところ

なんてない！他の患者さん、当たり前に感じちゃっ

て、ここの素晴らしさに気づいていないんじゃない

の？本当にすごい。皆さん、素晴らしい！素晴らし

い！ここに来てよかった。主人と2人でびっくりしてい

ます。こんな病院あるんだね・・・。手術中、手を握

ってくれた方、神様に感じたわ。みんなに見守られて

安心して手術受けられました。まだ皆には何も返せて

ないし、御礼もし足りないけど、皆に感謝していま

す。いとう眼科の看板を背負って歩きたいくらい感動

してるわ！！皆に広めたい！

（2021.5　両眼手術）戸嶋 美枝子　様
手術をして世界が変わったかのよう！世界が明るいの

も、みんなのように元気な人たちに囲まれているから

かしら。本当に不安も沢山あったけど、皆のお陰で乗

り越えることが出来ました。最後まで寄り添ってくれ

たお陰です。皆が気にかけてくれたことが本当に嬉し

かった。今日も沢山話を真剣に聞いてくれてありがと

う。なんでも聴けるから安心なのよ。皆優しいし、あ

りがたい。皆がいると安心するし、どれだけ心強い

か。いつも、ありがとう！！いい病院に来れて本当に

よかった。感謝だけです。

林 富子 様 （2021.7　両眼手術）

星野 千春 様 （2021.6 両眼手術）

みんなが親切！こんなところ中々ない。皆、ちゃんと

していて立派だよ。一生懸命頑張っているし、偉いよ

ね。手術して3か月たっても調子がいいのは、手術の時

に皆によくしてもらえたからだよね！皆のお陰で本当

に助かりました。



高田 圭子 様 （2021.5　両眼手術）

ここに来て本当によかった。ここの皆さんは本当に素

晴らしいです。本当に親切で本当に優しい。一度も行

きたくないって思ったことが無いの。こんなこと初め

てよ！こんなところは他にはないわよ。周りでまだ手

術していない人にいとう眼科さん勧めていますよ。

手術なのに、笑顔で安心していられたのはみんなのお

陰。ここの皆はほんとに優しくて親切で、こんなに揃

っているところはないよ。徹底して皆さん優しい。一

人や二人いい人がいるところはあるけど、皆素晴らし

いってところはないよ。全員がよくて、全部がいいも

ん。最高！！だから、次回の予約をすると楽しみな気

持ちになる。早く来たいって思う。一日千秋の思いで

待っていたよ。今日も帰るのが名残惜しい。毎日来た

いよ。近所の人も皆言ってるよ。ここは本当にいい！

本当の事しか言ってないからね。

三木 清作 様 （2021.12　両眼手術）野口 和子 様 （2021.11　両眼手術）

皆さん何と言ったらいいか・・・本当に気持ちいいです！

本当にここは凄くいいです！皆さんの声や言葉でとても安

心できます。皆さん優しいですし、親切で、わからないこ

とも明確に教えてくれますし、説明も案内もすごいし、全

部、全部いい！皆さん一丸となって向かっているし、いい

ことしかない！私の周りの皆もそう言ってますよ。手術

中、手を握ってくれたのもとても安心できてすごく良かっ

た。パンフレットに書いてあった患者さんの言葉、今にな

って思うと、すごくよくわかる！皆、同じ思いなんだな～

って。なんか、もう『安心して任せられる！』って感

じ！！手術、本当にやってよかったです。もう、何人にも

いとう眼科を勧めてるのよ！ただ、先生の体だけが心配。

あんなに朝から晩まで働いて・・・。先生倒れちゃったら

困るじゃない。ず～っと続けてもらわないと。

中井 靜江 様 （2020.9　両眼手術）

通院間隔が空いちゃうと寂しい。でも、今日来て皆さ

んのキラキラエネルギーをいただいたから、半年後ま

で頑張って生きるよ。



後藤 秀雄 様 （2021.5　両眼手術）

本当に手術をして心から良かったと思っているよ！これも手術前の検

査から皆が寄り添ってくれたお陰だね。病院と患者の信頼関係がない

とこうは思えない。皆の熱意が信頼を結ぶんだね。最初手術は断ろう

と思ったけど、本当に自分のことを思って話してくれているのが分か

って、手術を決めました。手術室に入った瞬間、皆の目が私を温かく

迎えてくれたのが分かって、みんなが優しく「頑張ってくださいね」

と声を掛けてくれて、一気に楽になった。みんなの対応はマニュアル

じゃなく、心だよね。こんなにも優しく丁寧で親切に患者のことを思

うなんて普通できない。手術中も手を握ってくれるだけじゃなく、ト

ントンと手をたたいてくれた。あれには感動した。安心感を与えよう

という気持ちがひしひしと伝わってきて自然と安心できたよ！もう、

言葉では言い表せないよ。100％安心。感動！すごいね、本当に！こん

な病院ないよ。他の患者さんも皆さんに心を許しているのが見ていて

わかる。皆さんが不安を安心に変えてくれるから。いとう眼科さんに

対して恩があるから、この恩は一生忘れたくない。皆さんの心を感じ

て今がある。友人にいとう眼科を沢山紹介してきたよ。絶対ここしか

ない！と言ってきた。こんなに心を通わせてくれる病院はない。ここ

に来るのは楽しみだし、来ると和やかな気持ちになるし、感動するし

勉強にもなる！尊敬しています。このような場所がある事は、希望で

す。

柳澤 ウメ子 様 （2021.6 両眼手術）

皆さんに良くしてもらて、手術が一生の思い

出になりました。

今はコロナで外に中々出れないから、いとう

眼科に来る日はとても楽しみにしている！

皆、優しいし、話しかけてくれるし、本当に

いとう眼科に来れるのが嬉しい。毎週通いた

いくらいだよ！もう10年以上通ってるけど、

手取り足取りしてもらって本当にみんなには

感謝してるよ。ここだけなんだよ、こんなに

長い付き合いは！

小暮 静江　様 （2008.10　両眼手術）

森 ヨシヱ　様 （2021.7　両眼手術）

ここで手術して本当によかったです！皆さ

ん、親切でいつもニコニコしていていつも感

じがいいです！いつもそう感じています。



ここは皆が親切で安心できる。一人一人が丁寧で親切で

いいわ。どこの病院よりも安心できる。いつ来ても、皆

さん優しくて、自然な笑顔も素敵で、その笑顔を見るた

めに来てるのよ。カレンダーを見ては指折り数えて行く

のを楽しみにしてるの。想像するだけでにやけちゃう

の。眼科でテンションが上がっちゃうなんておかしいわ

よね。ヘルパーさんにも病院行くのを楽しみにしている

人は見かけないと驚かれたよ。他の病院だと一人くらい

は嫌な人がいるもんだけど、ここは一人もいない。ここ

で嫌な思いをしたことないし、来るだけで元気になる。

何倍も元気になれるのよ。飛び回れるくらい。手術も皆

さんのお陰で頑張れた。皆さんに優しく支えていただい

て手術できました。安心感を与えられて手術を迎えられ

ました。付き添いで姉が来てたんだけど、皆さんが優し

すぎてびっくりしてたの。本当は毎日でも来たいけど、

眼科さんに毎日来るわけにいかないもんね。手術したら

頻繁に来れるから、両目手術終わってるけど、また手術

したいくらいだわ。いとう眼科と皆さんが大好きで、こ

こに来るのが一番の楽しみ！

（2021.8　両眼手術）嵩本 銀子　様
みんな優しい！とにかく感心する。いつも急ぎ足で、

見ているとみんな小走りしている！本当に感心しま

す。他では見たことない！本当にいとう眼科に出逢え

てよかった。皆の姿勢が素晴らしすぎます。手術で見

えるようになった事も嬉しいけど、とにかく皆の姿に

感動なのよ！朝の掃除なんてスゴイじゃない。こんな

にキレイに掃除していることろを見るのは初めてだ

よ。土足で上がるのが申し訳ないくらいだよ。きっと

皆さんは周りの方を沢山幸せにしています。

小暮 キク江 様 （2021.11　両眼手術）

（2021.10 両眼手術）

お陰様で無事に手術できました。こんなにも見えるよう

にしてもらって、本当に嬉しいよ。もう年だけど、見え

るようになって元気出た。みんなが親切だからここに来

ると安心できる。来るたびに優しくしてくれるから、来

る甲斐があるよ。こんなに良くしてくれるところないよ

ね。こんなにもいい所があってよかった。幸せだ！来る

のが楽しみです。

高橋 志津江 様



籾山 公子 様 （2021.12　両眼手術）

すごく良いわ。愛を感じる。みんな、ここを愛している

のね。すごいわ！！病院ってあまり来たことがなかった

の。でも、ここに来て病院のイメージが変わったの。こ

こは入った瞬間の空気が他と違う。なんか、ふゎ～っと

するの！あ～、ここに来たいな～っていう感じ。手術の

パンフレット読んだけど、全部書いてあるとおり。手術

が決まって嬉しかったし、早くしたい気持ちになった。

何にも心配なんてなかったわ。こんなに優しく親切にし

てもらえて手術中涙がでちゃったわ。ありがたくて、感

謝で感動で。本当にありがとうございました。

ここの人はいつ来てもびっくりするよね。皆、親切！

いつでも気持ちがいいし、笑顔で話しかけてくれる

し、優しいし、本当にここは安心する。手術も不安な

事なんて何もなかった。こんなに素晴らしい先生とス

タッフさんがいて不安になる訳がないよ。全面的に信

頼しています。白内障の手術が終わっても緑内障でず

っと通わなきゃだけど、ここなら一生通いたいと思え

るよ！だって、来たいもん！

三木 芳美　様 （2021.7　両眼手術）

（2021.8　片眼手術）

中村 晴美 様 （2018.5　両眼手術）

ここは朝から素晴らしい。掃除、凄いよな。すごい光

景を朝から見せてもらったよ。挨拶も明るくてこちら

も嬉しい気持ちになるし元気になるよ。最初は家の近

くの眼科に行って、目の事で悩んでたんだけど、周り

が「いとう眼科なら大丈夫！全部預けていいんだか

ら！！」と勧めてくれるから来てみたけど、「ここ

だ！」と確信したよ。みんな一生懸命ですごい！児玉

の山奥だけど、皆に「眼科に行くならいとう眼科

に！」と言ってるよ！次来るのも楽しみだよ！

ここで手術して、本当に良かった。急に身体の色々な所

にガタがきて、さらに眼も手術になって、落ち込んでい

たみたいだったけど、皆さんが優しくしてくれるから、

ここに来るのを楽しみにしていたみたい。他の眼科にし

なくて良かったです。

永島晃様のご家族



みんなが素晴らしい。みんながハッピーな顔してるか

ら、こちらもハッピーになれる。疲れがたまって夜も

眠れないこともあるけど、ここに来ると元気になる

わ。みなさんの笑顔に元気をもらっています。みなさ

ん、心配してくれたり、話を聴いてくれたり励まして

くれたり、勇気づけてくれて、ありがたいです。手術

の説明も、目薬の練習もしっかりしてくれるので安心

です。皆さんは、見返りを求めず与えようとしてくだ

さっているので、素晴らしいと思います。

（2022.3　両眼手術）山口 節子　様
ここは日本一の病院だと思います。こんなに対応のい

い病院はないです。周りの評判もすごく良いです。皆

さん、明るくてテキパキしていて、見ていて気持ちが

いいです。女性が多い職場は人間関係など色々と大変

だと思うけど、ここは全くそんな感じはしなくて、皆

が仲が良く協力し合ってやっているのが分かるので、

見ていて楽しい。こちらの話もしっかり聞いてくれ

る、誠意をもって対応してくれるのが分かるので、信

頼でき、手術も全く心配していませんでした。お世辞

じゃなく、何から何までいいです。今まで病院なんて

楽しく行ったことがなかったけど、ここは来るのが楽

しいです。病院で笑顔になれるのはここだけ。みんな

のお陰で、人生も楽しくなったよ。病院に来た甲斐が

あったとは、まさにこのことだね。皆に会いたくな

る。一期一会の出会いに感謝です。

坂本 武志 様 （2022.1　両眼手術）

（2021.10 両眼手術）

ここは本当に丁寧ですごい。入って来た時からすごいも

んね。朝早くからすごい笑顔で毎回来るたびにすごいな

～と感心します。皆さんの笑顔、見習いたいくらいで

す。皆優しくて感じよくて気持ちいいから、ついつい口

に出して行っちゃうよ。他の患者さんも絶対に思ってる

よ。スタッフ17人もいて一人も嫌な人がいないのも凄

い。ここが混む理由がわかります。

御供 要範 様



野本 和男 様 （2021.11　片眼手術）

ここでなら、「明日手術です」っていきなり言われても

大丈夫！心の準備とかいらないよ。みんな親切だし、安

心して任せられる。手術するのが楽しみだよ！！次に来

るのは10月だけど、早く来たいよ！

（2021.8　両眼手術）

山口 節子 様 （2021.3　両眼手術）

ここの皆さんは凄いですよ。言葉も丁寧だし優しい

し。皆さん本当にしっかりされているし、話すときは

誰に対しても同じ目線で話してくれる。手術前も不安

をぶつけてしまったけど、それを全部聞いてくれて、

本当に助かりました。皆さんが励ましてくれたので、

手術も頑張れました。ここの皆さんは、全員が胸に言

霊を持っています。ずっと前から思ってましたが、皆

さん、本当に素晴らしいです。皆さん輝いているの

で、会うとこちらまで元気になれます。皆さんと話し

ができると嬉しいし、来るのが楽しみです。いつも皆

さんの事を想っています。

ここに来ると治してくれるし、笑顔も見れるし、元気も

らえるし、もうプラスになってしょうがないわね。もう

1回手術してもいいくらい。そのくらい安心できまし

た。皆さん、手術の冊子通りの方ですね。みんな同じこ

とを思っているんだと思ったよ。こちらの話を何でも聞

いてくれるし、質問しても答えてくれる。ここに入った

瞬間に皆さんが笑顔で迎えてくれるから、気持ちまでパ

ッと明るくなるのよ。安らぐわ。入った瞬間に空気が変

わるの！元気もらってます。来るたびに凄いな～と思い

ます。手術も皆さんのお陰で一つも不安なくあっという

間に終わって、手を握ってもらっていて、寝ちゃうくら

い良かった。毎回ありがとね。待ち時間も気にならない

し、皆さんが優しくしてくれてるので、いつまででもい

れる。皆さんが心から思ってくれてるのがわかるから、

ありがたいです。病院に来てこんなにしゃべったり笑っ

たりなんて、他じゃ考えられないよね。笑顔でいれるの

もみんなのお陰。心まで良くしてもらってます。手術後

の通院も毎回楽しみです。本当に安心です。

河上 力子　様



いとう眼科は本当に皆が優しくて親切で対応がいい

よ。朝掃除もテキパキしていてすごいよね。最初来た

時から凄いし、ずっと変わらない。いつ来ても、誰が

対応してくれても、いつもgoodで、素晴らしいです。

こんな素晴らしい眼科他にないんじゃなかな？初めて

来た時から感動したよ。

（2020.6　両眼手術）尾林 順一　様
ここに来るといつも涙が出ちゃう。皆さん、本当に親

切で凄いです。噂では聞いていたけど、本当に凄い

わ。こんなに笑顔が素敵な病院はないです。皆さんの

温かい笑顔に触れるだけでありがたい。院内に入った

瞬間から皆さんきらびやかで笑顔を向けて下さって、

驚いちゃった。手術も絶対にここでしてもらいたいと

思って待ったけどお願いしてよかった。不安が何もな

かったのよ。皆さんの事をそれだけ信頼できてた。手

術中、皆さんが声を掛けてくれて、本当に安心した。

一緒にいてくれると感じるだけで頑張れた。皆さんに

は感謝感謝です。皆さんは冊子通りの素晴らしい方々

で、きっと他の患者さんも同じように感じているわ。

ここに来ると自然と元気になる。気持ちが明るくなる

わ。病院は病気で来るところだけど、何もなくても来

たいです。近所の人、何人にも、「いとう眼科さんが

いいよ！」って声かけました。紹介したくなる病院で

すね。本当にいい病院です！

相原 みゆき 様 （2022.2　両眼手術）

（2021.9 両眼手術）

手術が終わってこんなにも心が晴れ晴れでほっとしてい

るのは皆のお陰。こんなに良くしてくれて、本当にあり

がたい。皆がずっと親切だったから、心配なんて少しも

なかったよ。しかし、こんな病院は初めてだよ。皆同じ

ように親切で驚いた！家に帰っても皆に話しちゃった

よ。

齋藤 政善 様



若林 ヨシ子 様 （2022.3　両眼手術）

周りが皆、いとうさん、いとうさんが良いってベダ褒め

してるし、倅も、おじさんもおばさんも、み～んなここ

ｔで、みなすごくいとう眼科さんはいい！というから私

も主人も手術をここでお願いした。相当いい所なんだろ

うなと思って初めて来たとき、びっくりした。皆さん、

忙しそうだけど、嫌な感じがなく、敏速に動いていて、

なのに気を配っているのも伝わる。こちらの質問にも一

つ一つ丁寧に答えてくれ、寄り添ってくれる。こういう

病院はないわよ！皆さんの優しさや親切心は作り物じゃ

なく、内側からにじみ出るものだと感じる。本当に困っ

ちゃうくらい親切。至れり尽くせりで、こういうところ

までわかってくれるんだ～、すごいな～と感動しちゃっ

た。みんなの笑顔と優しさに毎回救われてるんだよ。患

者は皆病院へ行くけど、ここは来るだけで、治っちゃう

気がする！みなさんが生き生きとしているから、私まで

若返った気がするよ！本来手術なんてしたくないけど、

いとうさんでなら、もう1回くらいやってもいいと思っ

てしまう(笑)そのくらい、いとう眼科さんには魅力があ

ります。何もなくても来たいです。

田村 千代 様 （2011.11、2020.1 両眼手術）

ここは皆さんが素晴らしいです。色々な病院みました

が、ここは最高です。皆さん本当に親切で動きがすご

くて感心します。皆さんすごいです。

顔も拭いてもらえるんだね。こんなに良くしてくれる

んじゃ、手術して良かったよ～。皆さんに親切にして

もらってありがとう。手術してもらってありがとう。

全部感謝だね。

石崎 允美　様 （2021.10　両眼手術）

室田 登代治　様 （2021.10　両眼手術）

周りの人に「手術はいとうさんなら大丈夫！」って言

われたから安心して来れた。評判よくて有名だから

ね。でも、こんなに良くしてもらえるなら、もっと早

く手術すればよかったな！皆が親切にしてくれるし、

手術して心から良かったと思うよ。



みなさん、本当に親切。一人一人がみんな親切で救わ

れます。全員がいいってなかなかないです。皆さん

すごく頑張っていて、いつも動いているから、逆に心

配になってしまうくらい。安心してお任せできまし

た。

（2021.10　両眼手術）伊藤 賢一　様
皆さん沢山「ありがとう」って言ってくれるけど、本

来こっちの方なんだよな、「ありがとう」って言うの

は。こんなに親切にしてくれて、こんなに見えるよう

にしてくれてさ、ありがとうしかないよ。どんな薬よ

りも、皆さんの親切な対応の方が効くよ。あんまり親

切でびっくりしたくらいだよ。皆さんはいつも一生懸

命で、あっちからこっちに行くのにも素早く動いて、

見ていて気持ちが良いよ。皆さんにクレーム言う人な

んていないだろ？そのくらい皆さん素晴らしい。対応

も上から目線ではなく、膝をついてしてくれるし、医

院全体でいい！もう、頭が上がらないよ。手術も、皆

さんのこと信頼できていたから緊張なんてなかった

し、全部お任せだった。至れり尽くせりだったよ。普

通病院は行くと気分が落ちるものだと思うけど、ここ

は逆！皆から元気もらうよ。他の患者さんも皆そう思

ってるんじゃないかな？皆に会うのが楽しみで、毎月

来たいくらい。死ぬまで一生お世話になります。

田中 久雄 様 （2022.4　両眼手術）

（2021.3 両眼手術）

手術してから1年たったけど、皆さんにお世話になった

事は忘れられないわよ。本当に感謝しています。皆さん

は手術の日も私たち以上に早く来て準備してくれて、私

たちを迎えて下さって、皆さんが親切にしてくださって

凄いです。友達も身内も、皆が「いとう眼科のスタッフ

は凄い！」って言ってますよ。こんな病院はなかなかな

い。みんないい人で、こんなにいいい人ばかり揃ってい

るの病院はないよ。徹底されているわね。だから安心で

きるわよね。本当に素敵です。誰かいたら、いとう眼科

さんを紹介してますし、これからも紹介してきます！

高井 茂子 様



菊池 文子 様 （2019.12　両眼手術）

いとう眼科のことは堂々と薦められるわよ。私の姉妹も

全部いとう眼科だからね。先日手術した妹は姉妹の中で

一番の心配性だけど「いとう眼科なら絶対に大丈夫だか

ら、手術中もスタッフの皆さんが支えてくれるわよ！手

も擦ってくれるから絶対に大丈夫よ！」と伝えたわ。だ

って、私が手術した時もやっぱり怖くて不安だったけ

ど、皆さんが支ええくれて大丈夫だったから、妹にも大

丈夫！って言えるの。妹が手術終わたら「本当にお姉さ

んの言ってくれる通りだった！スタッフの皆さんがいて

くれたから大丈夫だった！皆さん本当に優しくて親切だ

った！」と教えてくれたわよ。眼は大事だし、大事だか

らこそ、いとう眼科さんで一生お世話になりたいわよ。

来るだけで安心しするし、皆に会いに行くのも楽しみに

思える。是非、私の言葉をホームページや冊子に使って

下さい。私の言葉を見て患者さんに安心してもらいた

い。本当の事だから、是非使って下さい。

ここは、入った瞬間から空気が違う。癒されるという

か、安心するというか・・・。皆さんが本当に親切

で、患者に愛情を注いでくれるからありがたい。こん

なところ他にはないです。手術の時、手を握ってくれ

たのが本当に安心した。みんながいるんだって伝わっ

た。ここは本当に親切。患者と同じ立場にたってくれ

ているのが分かる。病院は普通行きたくないけど、こ

こは自然と足が向く。気持ちが朗らかになる。手術の

説明も全くドキドキせずに聞けたし、手術も楽しみだ

った。皆さん、いつ来てもいいです。

中嶋 春子　様 （2021.11　両眼手術）

伊藤 心一　様 （2021.10　両眼手術）

手術は緊張しかなかったけど、みんなに緊張をほぐし

てもらって感謝と安心感しかありません。感謝感激で

す。皆さん、なんでこんなに頑張れるの？とても凄い

です！



いつ来ても皆さん親切。入った瞬間から笑顔で迎えて

もらって、本当に行き届いているんだなと感じます。

いつ来ても安心です。

（2020.3　両眼手術）中嶋 隆雄　様

手術の時は力が入って固くなってしまったけど、手を

握ってくれた人がいて、すごく安心した。そこまで患

者の事を考えてくれているんだって伝わってきたよ。

隣に座っていたおばあちゃんも良かったって言ってた

よ。あれは誰でも安心すると思う。でも、それって手

術室に手を握るだけの人を配置するってことでしょ？

その発想が素晴らしいい。仕事でいろいろな現場に行

くからわかるんだけど、入った時に感じるものがある

んだよ。ここはまさに上位！入った時から違ってい

た。みんな真剣だし一生懸命で、それが伝わってく

る。一つの目標にみんなで向かっているのも伝わって

くる。それも無理やりじゃなくて心からやっているの

も伝わるよ。素晴らしい医療機関だと思う。患者はわ

かるんだよ。最初はわからない人もいるかもだけど、

ここの良さは見ていればわかるよ。

平野 博 様 （2021.12　両眼手術）

（2021.3 両眼手術）

見えるようになった事を、皆さんが一緒に喜んでくれる

ことが嬉しい。手術を受けて、冊子に書いてある通りだ

ったと驚いた。とにかく、皆さん素晴らしい。昔、外の

玄関掃除をしているのを見かけてから、ずっと感心して

いるよ。外を、しかも水を使って膝をついて掃除してい

る所なんて他の病院で見た事ない。いとう眼科を自分の

医院と思えないとあそこまではできない。そして、患者

に対しても同じことを感じる。皆さんは、自分の親のよ

うに、おじいちゃんおばあちゃんのように接してくれ

る。患者としてみてない。皆は家族のようにあたたか

い。手術中も手を握ってくれてさ、みなさんの「大丈夫

ですよ」という言葉にどれだけ安心したか。こんな病院

ないよ。これでも、全然言い足りない。ほめたいことは

いくらでもあるよ！！

佐久間 六郎 様



今井 瑞穂 様 （2022.2　両眼手術）

今も他の眼科に通っているけど、白内障の手術をしよう

と思った時、周りに聞いたり、自分で探したりと、いろ

いろ調べて、こちらに辿り着きました。自分の眼のこと

なので、信頼できるところがいいと思い、こちらは、白

内障の実績も多いし、看護師さんもみんな親切だと評判

いいし、こちらなら信頼できると思い、安中から来まし

た。実際来てみたら、ホームページ通りだし、皆さんす

ごく親切だし、いただいた冊子通りで、こういう病院に

巡り合てて有難いです。通院に1時間以上かかるけど、

今後もこちらでお願いしたいです。

ここは皆が親切で感じがいい！電話でも親切で対応も

早いところもいい。スタッフ同士がすれ違う時「お疲

れ様です」って言い合っているのもすごい。そんな病

院他にないよね。動きもいつも駆け足で皆よく走って

いてすごいよ。早いもんね！朝早く来た時もみんなで

掃除やっていて驚いたよ。冬なのに、素手で外の玄関

を水拭きしててさ。普通寒いしゴム手袋使うのにすご

いね。掃除もよく行き届いていて、どこもキレイだよ

ね！トイレもいつも合間に見にいってくれてるでし

ょ？トイレットペーパーとか補充したり、汚れてない

か見てくれてるんだよね。次使う人が気持ちいいもん

ね。私の言葉を他の方にも伝えてほしい。患者は、皆

同じこと思ってますよ。言わないだけですよ。

峰岸 多美子　様 （2019.4，6　両眼手術）

 櫻井 順子　様 （2022.3　両眼手術）

こちらは雰囲気がすごくいい。皆さん仲が良いのが分か

ります。何人もの仲間から「いとう眼科さんなら皆親切

で安心だから行ってきな」と言われたので来たけど、ど

の方も皆優しくて良い方ばかりなので手術の不安もあり

ませんでした。ここに来ると息抜きになります。



みんな優しくて親切で、手術も夢のような時間だった

よ。寝ちゃうくらいだったよ～。皆さん、素晴らしい

ですよね。皆さん、ハキハキしていて丁寧で、優しく

ていいよね。見ていてすごくいよ。皆さんの目を見れ

ばわかります。皆さん、一生懸命で笑顔で尽くしてく

ださっていることが分かります。皆さんは年寄りの心

が分かっている。すごい事だよ。いつも来るのが楽し

みで、朝から妻とそわそわしてるよ。月１回の通院で

も少なく感じるけど、何かしら理由をつけてくるよ！

（2021.11　両眼手術）大谷 良一　様

皆さんが親切にしてくださるから、手術を無事に終え

ることができました。こんなに親切に良くしてくれる

所、他にはないですよ。こんなに丁寧でいいの？って

思っちゃうくらい丁寧にしてくださる。とにかくきめ

細かい。ここは病院じゃないみたいだよ。ここまで親

切な方達はいないです。みんな宝塚みたいに揃って動

いてますし、こんなに混んでいたら疲れちゃうだろう

に、嫌な顔も一切見せずにニコニコして話を聴いてく

れて本当にすごい。安心してかれています。あんまり

面倒見がいいから、帰れなくなっちゃうよ。皆を軽ト

ラに乗せて帰りたいくらいだよ(笑)

山崎好一様・初子様 （2021.3　片眼手術）

（2021.3 両眼手術）

皆さん、本当に優しくて、いとう眼科は近所でも評判な

んだよ！誰に聞いてもあそこは良いって言ってるよ。主

人もいとう眼科で手術しているから、家の中でもいとう

眼科についての話し合いが出るくらい。そのくらい皆さ

ん素晴らしいんだよ。今日もここに来れると思ったら嬉

しくなってね、そして皆さんと接するとす～～っとリラ

ックスできて、元気になっちゃうの。本当に元気になる

の！私の言葉を他の方へ是非伝えてください。

高柳 由利子　様

高橋 正雄　様
ここは人気だよね！みんな言ってるよ。混んでいても

予約がなくてもここに来たい。通院があって、頻繁に

来れるからよかったよ！皆に会いに来れるからね。遊

びに来れるのが楽しみだよ。皆優しくていい気分で家

に帰れるよ。



吉田 菊次郎 様 （2019.9　両眼手術）

最初に検査してくれた男性が物凄く優しく親切にしてく

れてよく覚えてたんだけど、その後人が変わっても全員

が優しくしてくれてさ、ここは凄いよな！ここに来ると

心が安らぐ。皆に会うと、心がほぐれて、心が晴れるん

だよ。来る日を数えて楽しみにしているんだよ。本当

に、ここに来るとホッとする。安心する。世の中が全部

みんなだったらいいのにって思うよ。毎日でも来たい

よ。ここに来るのが一番楽しい時間だよ。もっと早くこ

こに出逢えたらよかったのに・・。目薬を多く出されち

ゃうと来るのが先になっちゃうから、少なく出してね。

みんなが居なくなると、俺は困っちゃうから、とにか

く、健康でいて欲しい。

４年前に手術したんだけど、凄くよくしてもらったの

を今でも覚えている！皆がいい人なので、安心できま

した。ここは皆が優しく一人一人声もかけてくれる

し、誰一人嫌な人がいない。病院じゃないみたい。こ

こに来ると気持ちが朗らかになるし、来るのが本当に

楽しみなの。

橋爪 カツエ　様 （2017.2　片眼手術）

除村 静子 　様 （2022.3　両眼手術）

ここは凄いよね。ここの皆は本当に立派！こんな場所

ないわよ！！皆声を掛けてくれて良くしてくれるし、

優しいです。眼科ってみんなこうなのかしら？こんな

に優しくされたことはないわ。友達が前橋にもいい眼

科があるって言ってたけど、「藤岡にはいとう眼科が

ある」って胸を張って言えました！皆さんには本当に

感謝しています。今更嘘は言わないわよ！これだけい

い組織だからこれからも継続していただきたいので、

跡継ぎがいるのか、そこが心配です！

大畠 末美　様 （2021.12　両眼手術）

皆さんの優しさや、手術中に握っていただいた手のぬ

くもりに感動しました。皆さんは本当に親切で丁寧

で、これ以上ないくらい親切にしていただきました。



ここは群馬県１だと聞いてきたよ。本当にその通り

で、スタッフの人達がみんな親切で優しい。皆の良さ

はにじみ出ているよ。どんな病院でも嫌な人が一人い

ればそこには行きたくなくなるけど、ここは全員がい

いから安心だよ。説明だって丁寧にしてくれるし、こ

んなにぜんぶが良いところ、他にないよ。年寄りだか

ら色々な病院行くけど、こんなに良くしてくれるとこ

ろないからね。手術を待っている他の患者さんにも、

「心配なんかするな！いとう眼科の皆に任せておけば

安心だから何も心配ない！」って励ましに行ってやり

たいくらいだよ。そのくらい皆は安心感があるって事

だよ。皆が仲が良いのも見ていてわかるし、教育が行

き届いているのもわかるし、こんな病院はないです。

どこで手術するかは大事だよね。同じ手術するならい

いところでしたいもんね。いい人たちに巡り合えて本

当に良かった。ここで手術できてよかったよ。埼玉か

ら通っているけど、全然遠いなんて感じないよ。あと

は、一生懸命みんなを宣伝しないとな。会う人皆に言

っているよ。「目の事ならいとう眼科だよ！」って。

（2022.3　両眼手術）野村 昌　様
冊子に掲載されてあった患者さんの声を読ませてもら

って、他の患者さんも私と同じような事を感じてると

思い、嬉しくなりました。みんな感じる心は同じなん

ですね。手術楽しみでした！いとう眼科の皆さんは優

しくて爽やかで心が和むよ！どんなに待っても楽しい

気持ちになるのよ。皆さんを見ていると、何時間でも

楽しく待っていられる。皆さんが膝をついて目線を合

わせてくれることが一番感動した。だって、他の病院

はどこも上から目線で話されますよ。忙しいのはわか

るけど、立ったまま上から言われて終わりって悲しい

ものよ。でも、ここでは、皆さんの姿で元気が出る

わ。皆さんの笑顔で病気も治る気がするの。今朝も

ね、「今日はいとう眼科だ！」って思って、ここに来

る前から嬉しくて、楽しくなっちゃって、一生懸命自

転車こいできたわよ！ここに来るのが嬉しくて、楽し

いです。皆さん、素晴らしい。最高です。

千木良 光子　様 （2022.3　片眼手術）



高橋 好行 様 （2021.6　両眼手術）

本当に手術して良かったよ。もっと早く手術すればよか

ったよ。躊躇したのが悔やまれます。本当に感動しまし

た。皆のお陰で助かった。何か何までお世話になりまし

た。人生変わったような感じだよ！ここは、パンフレッ

ト通り！あのまんま。パンフレットに書いてあった人の

気持ちがわかるよ！他にも病院沢山行っているけど、こ

んなにいいところないよ。朝の挨拶からすごい！最初来

た時びっくりしたよ。最初から最後まで気持ちよかった

よ。皆さん、親切で丁寧で感じが良くて、普通どこの病

院でも一人や嫌な人がいるもんだけど、ここは嫌な人が

一人もいなくて驚いた。ここは特別だし、素晴らしい！

最高だな！！患者は心配で不安な人が多いけど、とにか

く、安心したのを覚えている。遠くから通っている人の

気持ちがわかるよ。皆に勧めたいし、自信をもって勧め

ることができる。友達にも、何かあったらいとう眼科へ

行きなって言ってるよ。感謝、感激！！

高木 俊子 　様 （2021.8　両眼手術）

本当に皆が親切で手術して良かった！皆がついていて

くれたから、安心だった。ここで手術してもらったこ

と、皆さんに親切にしてもらったことを忘れたくない

から、よく思い出すようにしているの。みんなに会え

るのが楽しみで、ここに来ると元気になる。皆の顔を

見るとほっとするし、おもわず手を振っちゃう。皆さ

ん、心づかいがすごくて、細かいところまでよく行き

届いていますし、こんなに気にかけてくれる病院はな

いですよ。みんな親切だし、周りの評判もいいです。

私もみんなに「いとう眼科はいいよ！」って言ってる

よ。「いとう眼科にはいい人しかいない。親切、優し

いのお手本！！」って言って歩ってるからね！テレビ

に出てもいいくらいだよ～。みんなの事が好きすぎ

て、ご飯ちゃんと食べてるかとか、風邪ひいてないか

とか心配だよ。身体がもつ限り、いとう眼科に来るか

らね！



手術は楽しみだった！皆、本当に優しいから、皆を見て

いて楽しい！手術中は手も握ってくれて、リラックスし

すぎちゃったくらい。皆さん一生懸命親切にしてくれ

て、嬉しくて涙が出たわ。こんなに優しくて笑顔で対応

してくれる病院なんてない。みんなはいつも気にかけて

声を掛けてくれる。心から安心できるし、何でもお任せ

して大丈夫って思える。手術後の通院もみんなに会える

から楽しみ。ここに来ると元気になるし、自然と笑顔に

なるの。

（2022.5　両眼手術）黒澤 美代子　様
この年で手術なんて初めてで不安だったけど、気持ちよ

かったです。本当にここの病院は素晴らしい！これほど

のスタッフがいるところはないですよ。どこの病院でや

っていることに差はないかもしれない。でも、患者の安

心の為に向かう皆の気持ちは他の病院と全く違う。向か

う気持ちの厚さに驚いたよ。全員がいいんだもん。人間

だからみな色々あるし、患者も難しい人もいると思うけ

ど、それなのに、いつきても誰に対してもスタッフ全員

がこうやって笑顔向けてくれるでしょ？患者に対する対

応だけじゃなく、スタッフ同士でも礼節をもって声を掛

け合っている事にも驚いたよ。朝の掃除も見たけど、朝

早くから膝をついて全員で玄関掃除をしているのを見

て、目からうろこだったよ。永平寺の和尚様よりすごか

ったよ。これほどの文化、伝統が出来上がっていること

にどれだけ驚いたか。ここが病院じゃなかったら、どん

な会社になるんだろう？すごい会社になるんだろうね！

どの企業もいとう眼科みたいになったら社会がよくなる

よね。世界中の人がみんなみたいだったら、戦争なんて

起きないよ。ここにお世話になって本当に良かった。

岩崎 次郎　様 （2022.4　両眼手術）

丸橋 まゆみ　様 （2022.6　両眼手術）

手術してバラ色の人生よ。知り合いからここがいいよ！と

紹介されて主人と一緒に通ってるんだけど、ここの看護師

さんは皆さん優しい！こちらの気持ちを汲んでくれて、共

感してくれる。病院の中には嫌な顔や変な顔をするところ

もいっぱいあるけど、ここはみんなが笑顔で親身になって

対応してくれるから安心する。みんなになら任せられるっ

て思って手術を決めたの！本当に至れり尽くせりでした。



皆、いいよね！雰囲気がいいし、みんな感じ良いし、

優しいし病院じゃないみたいだ。いつも来るの楽しみ

にしてるんだよ。今日は夕方の予約だったから、朝か

ら長く感じたよ～。みんなの頑張ってる姿を見ている

と気持ちいいし、みんなの顔を見ると元気になるよ。

周りもみんな褒めてるよ！妻が先に手術して手術の事

をいろいろ教えてくれようとするけど、教えてくれる

のは、みんなが優しいとか丁寧だとか、そういう事し

か教えてくない(笑)。そうだなって俺も思うけどね！

皆からは寄り添ってくれようとする気持ちが伝わって

くるよ！

堀越 良雄　様 （2022.5　両眼手術）

宮越 清光　様 （2022.4　片眼手術）

朝の掃除にびっくりした。朝早く来ちゃったけど、い

いものが見れたよ！皆が、佐川急便みたいに走ってゴ

ミ拾いに散って、戻ってきたかと思ったら、今度は膝

ついて雑巾で玄関そうじゃない。しかも、何より皆が

楽しそうでさ～。信じられなったよ！頭が下がりま

す。見ているこっちが気持ちよかったよ！

中栄 京子　様 （2022.5　両眼手術）

ここは皆が素晴らしいって評判を聞いて来たけど、来

る前から楽しみだった。実際に来たら、評判いいのわ

かりますした。手術決まって手術するのも楽しみだっ

たし、手術の当日もここに来て安心した。皆の顔が見

れるだけで安心するんだよ。何の心配もなかった。皆

の笑顔に包まれて手術できたのも、すっごく良かった

よ！皆に優しくしてもらえて、幸せですよ。なんで、

もっと早く手術しなかったのかな～。他の病院は、行

くの嫌だな～ってなるけど、いとうさんだけは違って

「やった～、みんなに会えるぞ！よし、行くぞ！」と

楽しみに行けるんだよ。こんな病院ないよね。ここは

さ、来ると気持ちが安らぐんだよね。いつまでも居た

くなっちゃう。丁寧で優しくてこんなにいい人ばかり

のところはなよ。何もかもが完璧なのよね。皆の優し

さに毎回驚いて感動しちゃう。ここに来ると心が明る

くなって、生きがいを感じるよ。みんな、孫のように

かわいい。いとう眼科についてはいい事しか話せな

い。３重丸！いや、５重丸！！伊藤博文の次にいとう

眼科が凄いよ！！



患者さん全員に分け隔てなく、皆同じように接してくださって

いて、いつも声かけてくれて、見送りまでしてくださる。夢の

ような時間を過ごさせていただきましたよ。患者さん全員に平

等で、どんな人にも優しくしてくださる。人なんだから好き嫌

いってあるじゃない？でも、ここでは一切感じた事ないの。手

術の時も、待っている方全員が安心した様子で手術に臨まれて

いるのがわかりましたよ。とにかく、看護師が優しいって事が

信じられないくらい凄い事なのよ。看護師も忙しいし、いちい

ち一人一人に優しくできないのもわかるから、こちらもそこま

で望んでないし、冷たくされるのも当たり前だと思ってるよ。

でも、ここの皆さんはいつも忙しそうなのに、全員が優しく

て、若いのに人間が出来ていることに驚いた。人間ってここま

で優しくできるのって不思議に思っちゃうくらい。皆、育った

環境が違うから、一人一人違うのは当たり前じゃない。なの

に、ここの皆さんは全員が分け隔てなく人に優しくしているこ

とが、信じられない。いくら教育を受けていても、全員に対し

て態度を変えず全てに優しくできる事なんて人間としてできる

事じゃないから。このような病院は他にはないわ。ここは全員

が素晴らしい！周りの人にもいとう眼科さんの事を勧めてる

し、是非私の言葉も使って下さい。

（2021.12　両眼手術）筒井 ちず　様
本当にいとう眼科の皆さんは誰に対しても気にかけ

てくれて、皆が親切で元気で言う事ないです。いつ

も安心して来れます。お互いに気持ちがいい関係で

いれることが嬉しいです。皆さんに会えるのが嬉し

いです。

藤牧 久恵　様（2022.2　両眼手術）

湯浅 継夫　様 （2022.4　両眼手術）

手

いとう眼科さんには他では手に入らない素晴らし出

会いがありました。


