
・毎日、最前線で感染リスクもある中、働いてくださる方がいるおかげで、多くの人の命が救われま

す。感謝の気持ちでいっぱいです。（20代） 

 

・毎日大変だと思います お体に気をつけて下さい。皆さんの頑張りに頭が下がる思いです ありが

とうございます。（40代） 

 

・毎日ご苦労さまです。お体には十分気を付けてください。（40代） 

 

・皆さんが頑張っているから 市民の健康が守られています。心からの感謝を込めて ありがとう。

（40代） 

 

・皆さんのお世話にならないよう、引き続き、感染予防を徹底します。大変な時期が続きますが、皆

さんも体に気をつけて頑張ってください。（40代） 

 

・感染予防を徹底して、必ずコロナに打ち勝ちましょう！（40代） 

 

・本当に、お疲れさまです。皆さんは、私達のために、いろいろと犠牲にしているかと思います。感

染は、なかなか、おさまらないです。マスクして、手洗いして、家庭でも徹底していますが、増える

一方です。体調には気をつけてください。（40代） 

 

・僕は 16 歳の高校生です。 周りの同級生たちは、コロナなんて気にしてない人もいる気がしま

す。 でも僕は最近、「聡明な人は一歩ごとにじっくり考える」という格言を最近知りました。懸命

に働いてくださっている医療関係者の方々に感謝して、感染予防策を出来る限りしたいと思います。

（20代以下） 

 

・危険と隣合わせの中、医療に従事してくださってありがとうございます。収束も見えない状態で

すが，無私気持ちで行われている行為は愛すべきことで，よく言われるべきこと，徳や称賛すべき

ことです。医療従事者の方に感謝いたします。（30代） 

 

・一線からは退いていますが救急救命士です。医療関係者の皆さま、心も体も休まることなく新型

コロナウイルスと最前線で向かい合っていただきありがとうございます。皆さまのおかげで多くの

人が安心して治療を受けたり、普通に暮らすことができています。救急隊員も非常装備で出動を続

けています。ともに尽くす仲間がいることを糧に頑張ってください。（50代） 

 

・今年、私は本当に大垣市の医療機関の方々にお世話になった年だと思っています。だから、これを

機会に先生方に感謝の気持ちを伝えたいと思います。私の体調面でお世話になった先生方、本当に

ありがとうございます。現在も特にコロナウィルス対策で戦ってみえる医療従事者の方、お身体に

気を付けて頑張ってください。応援しています。（30代） 



・みんながお休みをしている年末年始も返上してご尽力いただいている皆さんには、感謝の気持ち

で一杯です。ありがとうございます。（40代） 

 

・他の人のために、ご自分の家族や友人、恋人を後にしてつくしておられる皆さんには真の愛が溢

れています。愛が冷めた世の中で光輝いています。皆さんに心からエールを送ります。（50代） 

 

・緊張の連続で職務に専念していただいていることに感謝しています。私たちの正しい行動が、皆

様の負担を少しでも軽減し、一日でも早く新しい形の平穏な日常が始まることを願っています。（40

代） 

 

・新型コロナウィルスが深刻化し、人々の生活が脅かされています。命の危険と隣り合わせの中、医

師、看護師、その他スタッフの方々が患者さんに暖かく寄り添い看護してくださっていることに、

本当に心から感謝しています。自分に出来る事、不要不急の外出、外食は避け、感染しない、させな

い事に努め協力していきたいと思っています。どうぞこれからもお身体を大事になさってお過ごし

下さい。（70代以上） 

 

・娘が看護師をしています。お正月も仕事をしています。本当に大変な仕事だと思います。私は、娘

が頑張っている姿を毎日見ていてコロナに感染しないように医療従事者の方に迷惑がかからないよ

うに手洗いや三密をなるべく避ける行動をしています。本当に本当にお疲れ様です。本当に本当に

ありがとうございます。（50代） 

 

・医療従事者の皆さんには長い間大変な緊張の中でたたかっていただき、本当に頭が下がります。

私たちにできることは、少しでも感染を広げないような行動を心がけることです。これからもどう

か頑張ってください。（50代） 

 

・治まらないコロナの勢いに負けずと医療の最前線で戦っていらっしゃる医療従事者の皆さん。私

たちを守ってくださっていることに本当に感謝の思いしかありません。私も微力ながらできること

を確実にしていきたいと思います。皆さんもお体に気をつけてください。晴れる日が早くきますよ

うに…（30代） 

 

・毎日不安な思いと闘いながら市民のためにありがとうございます。病気で苦しむ人に対しての一

生懸命な気持ちと責任感がなくては出来ないお仕事だとは思いますが、どうぞご自身お体も大事に

して安全には十分気をつけてください。皆様の働きに感謝します。（ 40代） 

 

・「すべての人に惜しみなく与える」という言葉を心掛けたいと思っていますが実際に行うことは簡

単なことではないと感じます。医療従事者の皆さまはたくさんの方のために自分の時間や体力を惜

しみなく差し出してくださっています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございま

す。（30代） 



・危険と隣り合わせの状況の中、頑張っておられ感謝しています。新型コロナに感染せぬよう、わた

し自身も我慢しつつ、感染された方、最前線で戦う方、感染しないよう努力される方、皆がお互いを

思いやれる行動をとれるといいですね。毎日ありがとうございます。（40代） 

 

・命を預かる現場は、常に緊張感で張りつめていることと思います。休めるときにはしっかり休ん

で、リフレッシュしてください。（60代） 

 

・連日の肉体的な疲労が積み重なっている現状と患者さんへの配慮だけでなく仲間や家族への配慮

など精神的な疲労が積み重なっていると思います。そんな皆様に送れるエールは「今は先が見えな

いけれど、必ず報われる日が来ます。頑張ってください。」（60代） 

 

・医療の逼迫が騒がれ、心身共に疲弊しておられる医療従事者の方々、皆様のおかげで社会が支え

られていることを犇々と実感しております。まだまだ、先行きの見えない状況ではございますが、

お体にお気をつけてください。（20代以下） 

 

・新型コロナウイルス感染症の危険にさらされるなか、医療業務に従事いただきありがとうござい

ます。より一層、自身の感染防止、健康管理に努めます！（30代） 

 

・日々深刻化するコロナ禍で、私たちの生命を守るために、家族との生活をかえりみず、使命感とプ

ライドだけで、業務にあたってくださり、感謝しかありません。私たちも皆さんの負担が減るよう、

不要不急の外出を控え、感染防止に努めます。猛威を奮うコロナに打ち勝ち、闇から抜け出し、明る

い未来を掴むまで、皆さんのお力をお借りしましす。お願いします。（50代） 

 

・今、私たちが毎日笑顔で安心して生活できるのは、医療従事者のみなさんのおかげです。心から感

謝しています。日々、みえない不安との戦いだと思いますが、お身体に気をつけてお仕事がんばっ

てください。応援しています！（40代） 

 

・毎日休まることなく最前線で従事していただき、本当に本当にありがとうございます。どうぞご

自分の健康を守りつつ頑張って下さい。我が家にも年寄りがおりますのでコロナに感染しないよう

予防を徹底していきます。心から感謝いたします。（50代） 

 

・医療従事者の方には本当に感謝しています。コロナ感染症拡大が続き、気持ちが休まる間もない

と思いますが、がんばってください。（50代） 

 

・昼夜問わず勤務され、お疲れ様です。本当に感謝しています。（30代） 

 

・医療従事者の皆さま、本当にありがとうございます。私たちも、日々気を付けながら、皆さまの負

担にならないよう頑張ります。皆さまも頑張ってください。本当に感謝しかありません。（40代） 



・新型コロナウイルス感染症の対応で、日々奮闘していただいており、ほんとうにありがとうござ

います。みなさまのおかげで、私たちの命が支えられていることを常に実感し、感謝するとともに、

私たち自身も感染しないことを意識し生活していきたいと思います。どうか医療従事者のみなさま

もお身体に気をつけてください。医療従事者のみなさんと、ご家族に感謝と応援をし続けます。（50

代） 

 

・日々、業務が大変かと思いますが、最前線でコロナと戦ってくださりありがとうございます。お体

に気を付け頑張ってください。（20代以下） 

 

・感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。（30代） 

 

・いろいろな不安のなか、医療を守っていただいて本当にありがとうございます。できるだけご負

担をかけないように感染には気をつけて行動します。いつも本当にありがとうございます。（20 代

以下） 

 

・市民病院の医療事務員として 2 年働いたことがありますが、当時から命を守る最前線のドクター

とナースの大変さは、ひしひしと伝わってきました。コロナによりさらに激務が続いている皆さん

に対し、これ以上頑張ってくださいとは言えないですが、どうかご自愛なさってください。これま

でも、今も、これからも本当ありがとうございます。（40代） 

 

・感染リスクが高く、不安の大きい中、日々の業務にあたっていただき、ありがとうございます。医

療負担が大きくならないように、まず自身で精一杯感染対策に努めます。（30代） 

 

・毎日、最前線での仕事お疲れ様です。早く終息して、いままでの生活に戻れるように願いながら、

大変だと思いますが、頑張ってください。 （40代） 

 

・医療従事者の皆さんには、日々感謝の気持ちで一杯です。私自身にできることとして、健康を維持

し、皆さんのご負担にならないよう努めていきたいと思います。お体ご自愛下さい。 50代 

私たちが安心して生活できるのは、みなさんのおかげです。友人も病院で働いています。安全と健

康を祈りつつ、感謝の気持ちでいっぱいです。（20代以下） 

 

・不安な毎日の中、いつもありがとうございます！みなさんのおかけで安心して毎日が送れてます！

みんなでコロナに打ち勝ちましょう！！（20代以下） 

 

・先が見えない不安な所、日々、最前線で医療業務に携わってみえる皆様には、尊敬と感謝の気持ち

です。どうか、がんばってください。（40代） 

 

・頑張ってください。（40代） 



・最前線での業務で本当に大変だと思います。長期化していく中で、鳴りやまないアラート音やナ

ースコールにどうしても、優しくできない時もあると思います。ご自愛ください。自分が休める時

を作ってください。（30代） 

 

・大変な仕事を日々頑張っていただき、ありがとうございます。先の見えない不安は、最前線で働い

ている方々が特に感じておられるのであると思います。私たちも感染症予防を心がけた生活を送っ

ていきます。責任のある、代わりのきかない仕事で、想像以上のつらさと戦っていると思いますが、

頑張ってください。（30代） 

 

・心身ともにつらい状況が続いているかと思います。医療従事者の方々に心より感謝しております。

（30代） 

 

・先の見えない中での業務は、辛く大変なことが多いと思います。そんな中で働いてくださってる

皆さんに感謝するとともに、現場は違いますが、自分たちにできることに努め、少しでも何かの形

で手助けになればと思います。本当にお疲れ様です。（30代） 

 

・危険と隣り合わせの中、毎日私たちの為に働いて下さりありがとうございます。どうか、お体を壊

されずに、ご自愛してください。早くコロナ禍終息して、皆が心穏やかに生活できることを願って

います。（40代） 

 

・ご自分が感染するかもしれないリスク、ご家族へ感染させるかもしれないリスク、お仕事以外で

も気が休まらない中頑張っていただきありがとうございます。私達自身も感染対策にしっかりと取

り組んでいきたいと思います。（40代） 

 

・日々の業務大変お疲れ様です。感染者数が日に日に増加する中、第一線で働いて下さり、本当にあ

りがとうございます。不安なことも沢山あるかと思いますが、どうかご自愛いただきながら、頑張

ってください。（20代以下） 

 

・世界中が手探りの中、最前線で毎日戦って下さり、ありがとうございます。（40代） 

 

・医療従事者の皆さんの頑張りに感謝！まだまだ先が見えない状況ですが、頑張っていきましょう。

自分も感染しないように、感染拡大させないように出来る予防をしっかりしていきます。（50代） 

 

・ご尽力に感謝いたします。今まで通りの日常が早く戻ることを祈っています。みんなコロナに負

けるな。（50代） 

 

・大変な状況の中、ありがとうございます。みなさんも健康に注意しながら、頑張ってください。自

身もできる限り感染しないよう心掛けたいです。（50代） 



・新型コロナウイルス感染症が流行してから、最前線で働いてくださり、本当にありがとうござい

ます。こころが折れそうな時もあると思いますが、ひとりではありません。共に尽くす仲間がいま

す。ワンチームとなってコロナに打ち勝ちましょう！（20代以下） 

 

・皆様の努力でたくさんの人が救われてます。お体気をつけて頑張ってください（50代） 

 

・毎日、大変なお仕事で、感謝、感謝のひと言です。（50代） 

 

・医療従事者の皆さまのおかげで世界が支えられていることに日々感謝しております。本当にあり

がとうございます。（20代以下） 

 

・感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。お身体をお大事にしてください。（40代） 

 

・最前線で働いて下さり、本当にありがとうございます。大変な時期だと思いますが、共に頑張りま

しょう。（20代以下） 

 

・ゴールがみえない中でいつも治療にあたってくださりありがとうございます。医療従事者の方に

ご迷惑かけぬよう感染予防にこれからも努めていきます。（20代以下） 

 

・感染症にかからないよう、家族で予防に取り組んでいきます。みなさんのご家族もご自身もどう

か、お身体に気を付けてください。すべての方が、健康ですこやかに過ごせますように。（40代） 

 

・感染が増えており、大変だと思いますが、くれぐれもお体を大事にしてください。私も感染防止に

気を付けながら頑張ります。（40代） 

 

・医療機関に勤めるＫへ。コロナ禍で大変な苦労をしていると思いますが、お互いに頑張りましょ

う。そして、コロナが落ち着いたら、できなかった新年会の分も含めて乾杯しましょう。（50代） 

 

・常に感染の危険にさらされながらの現場従事は本当に大変かと思います。しかし、そのおかげで

たくさんの命が救われています。社会のために尽くされる医療現場の皆さんに心から感謝していま

す。（50代） 

 

・これまで自分や家族が病気になったときに助けてくださったこと感謝しております。もともと離

職する方も多い業界で、さらにコロナ禍で大変ですが、これを契機に医療にかかわる人たちの職場

環境が改善され、皆さんが長く満足して働くことができるよう状況に見直されていけばいいなと思

います。（30代） 

 

・お忙しい中、ご対応いただきありがとうございます。（30代） 



・私の娘も皆さんと同じように東京都内の病院で看護師として頑張っており、苦労はよく理解して

ます。ただただ頭が下がります。頑張ってください。（60代） 

 

・皆様のお陰で、日々、過ごせています。本当に感謝しております。私たちもこれ以上、感染が広が

らないように努力いたします。どうかお体を大切になさって下さい（40代） 

 

・危険と激務の中、市民を支えていただき、ありがとうございます。（50代） 

 

・先が見えない中、本当にありがとうございます。自身のお体も大切にしてください。（40代） 

 

・医療従事者の皆さま、本当にありがとうございます。みなさまの頑張りには、感謝してもしきれま

せん。この状況が一刻も早く収まることを祈っています。（40代） 

 

・お仕事お疲れさまです。日ごろ皆様の頑張りがあるからこそ、安定した生活がおくれています。こ

の状況下においても、働かれている皆様には感謝しかありません。ありがとうございます。（20 代

以下） 

 

・毎日、感染と隣り合わせの緊張感の中、本当にお疲れ様です。早くコロナが終息するといいです。

お身体大事にしてください。いつもありがとうございます。（40代） 

 

・皆様のご活躍に、非常に感謝しております。私たちも感染拡大を防いでいくよう、しっかりと予防

策に努めていきます。（40代） 

 

・皆さんの多大なご尽力により、私たちは安心して生活ができております。感謝と尊敬の思いでい

っぱいです。お体を大切になさってください。（30代） 

 

・ご尽力感謝します。先が見えない中ではありますが、引き続きよろしくお願いします。（20 代以

下） 

 

・毎日、大変な中私たちのために最前線で働いてくださり本当にありがとうございます。感染の危

険が伴う状況下で大きな犠牲を払いこの危機に立ち向かってくださっている事に感謝の気持ちでい

っぱいです。収束するまで大変だと思いますがお体に気をつけて頑張ってくだい。（20代以下） 

 

・コロナの収束が見えない中で、懸命に働かれている医療従事者の皆さんには感謝の気持ちでいっ

ぱいです。頑張ってとは言えません。どうかお身体を大切に。一陽来復、いつかきっと元の生活に戻

れることを信じましょう。（40代） 

 

・いつもありがとうございます。（20代以下） 



・最前線で働いて下さり、本当にありがとうございます。毎日、日々感染の人数が増えるニュースを

見るたびにそれを支える医療従事者の方々には大変な日々ですが、心が折れそうな辛い時もあろう

かと思いますが、頑張ってください。（50代） 

 

・市民の生命を守るため、最前線で頑張って頂いている事に大感謝です！自身も感染予防に気を引

き締めつつ、皆さんを応援しています！（40代） 

 

・終わりの見えない未曾有の日々ですが、どうか身体に気をつけて従事ください。（20代以下） 

 

・長期に渡り大変な状況の中で、今を支え続けて下さっている医療従事者の皆様に、心から感謝を

しております。本当にありがとうございます。（40代） 

 

・日ごろから、医療従事者の皆さんには頭が下がる思いです。ましてや 1 年にも渡るコロナ禍の中

での勤務は非常に厳しいと思いますが、くれぐれもお身体に気を付けてください。心から感謝しま

す。（40代） 

 

・ありがとうございます。入院していた時、元気に話しかけてくれたと、覚えています。元気もらい

ました。大変なお仕事ですが、有り難く思っています。（40代） 

 

・大変な状況の中患者様のために毎日働いてくださり、本当にありがとうございます。お体にはお

気をつけください。（20代以下） 

 

・自身が感染する危険もある中、一生懸命人のために働いて下さり、とても感謝しています。（20

代以下） 

 

・いつも最前線で働いてくださり、ありがとうございます。（20代以下） 

 

・不安と恐怖の思いが蔓延すると益々ウイルスが猛威を振るう世の中になりそうな中、人のために

自己犠牲をしながら従事されている人たちがいるから、安心と感謝の気持ちが広がり、ウイルスの

広がりも収束する日が来ると思います。苦しい時もあるかもしれませんが、自分自身のお身体も大

切にしてください。応援しております。（50代） 

 

・いつもありがとうございます。皆様のおかげで安心して暮らすことができます。お体に気をつけ

てがんばってください。（40代） 

 

・多忙な日々が続いていることと思います。どうかご自愛ください。（20代以下） 

 

・大変な状況のなか医療を支えてくださり、本当にありがとうございます。（20代以下） 



・なかなか休養がとれないと思いますが、おいしいものを食べてください。いつも市民のために身

を削って働いてくださり、ありがとうございます。（30代） 

 

・毎日、市民のためにお仕事、ありがとうございます。皆さんのおかげで、安心して生活できます。

自分にできる感染予防をし、皆さんのお仕事をふやさないように行動したいと思います。（40代） 

 

・厳しい状況の中職務に励んでくださりありがとうございます。感染者が増えないよう気を付けて

生活していきたいと思います！（30代） 

 

・大変な中いつも、頑張っていただきありがとうございます。落ち着く時間も少ない中、最前線で働

いていただき、感謝しております。私自身に出来ることを考え、感染防止に気をつけて過ごします。

お体にお気をつけて、頑張ってください。（30代） 

 

・あらゆるリソースを割かれながらも医療を維持してくださりありがとうございます。早期収束の

ため個人でできる努力をしていきます。（20代以下） 

 

・日々、患者さんの不安な気持ちに寄り添い、医療チームで新型コロナ感染症の治療をしていただ

き、心から感謝申し上げます。医療従事者の方、ご自身の体調をぜひ、だいじにしてください。よろ

しくお願いします。（50代） 

 

・先月父親が大垣市民病院に入院した時、お忙しい中 主治医の先生から親身になり何度も電話いた

だきました。看護士さん、リハビリの先生も親切で嬉しく感謝してます。患者の為に一生懸命やっ

ていただきほんとありがとございます私たちも感染しないように気をつけて生活します（60代） 

 

・いつもありがとうございます。医療の最前線に立つみなさんは本当に立派だと思います。（30代） 

 

・毎日毎日大変だと思いますが、患者さんのために働いてくださりありがとうございます。必ず終

わりは来ると信じて、私も頑張ります。（20代以下） 

 

・最前線で頑張ってくださり、ありがとうございます。お休みも取れず本当に大変だと思います。感

謝しています！（40代） 

 

・自分の身体を感染のリスクに晒しながら最前線で戦って戴いて本当にありがとうございます。（40

代） 

 

・感謝しても感謝しても感謝しきれません。でも、忘れないでください。一番大切なのは、あなたの

命です。皆さんがいて下さるからこそ、私達は、この危機に立ち向かい生きていくことができるの

です。感謝！（60代） 



・私たちの想像以上に過酷な日々を過ごされていることと思います。感染しないための生活をする

など、私たちにできることをしていきます。本当にありがとうございます。（30代） 

 

・医療従事者の皆様へ恐怖に立ち向かって頑張る強い精神力に感謝しか有りません。皆様に幸多か

らん事を祈っています。（60代） 

 

・先の見えない中、私たちのために医療の現場で働いてくださりありがとうございます。少しでも

収束に協力できるよう感染予防に努めたいと思います。（20代以下） 

 

・いつも本当にありがとうございます。この大変な状況の中、医療を続けてくださっている医師、看

護師、医療関係の皆様に心から尊敬と感謝の気持ちを伝えたいです。（50代） 

 

・毎日、患者さんのために働いてくださりありがとうございます。これからもお体を大切してくだ

さい。感染者が少しでも減るよう、私たちも予防をしっかり行っていきます。（20代以下） 

 

・お仕事ご苦労様です。感謝しています。少しでも負担が減るように、感染予防に努めます。（40

代） 

 

・医療従事者の方、最前線で働いてくださり、本当にありがとうございます。（40代） 

 

・医療従事者のみなさん、毎日お疲れさまです。最善を尽くしていただいている事に大変感謝して

おります。これからもよろしくお願いいたします。（40代） 

 

・いつもありがとうございます。縁の下の力持ち これからもお体大切に ファイテン！（60代） 

 

・入院・手術のたびに、いつもお世話になっています。いつでも気づかって、やさしい言葉をかけて

いただいてきて、つらい時にも勇気づけられました。今、大変な状況の中でも、毎日かわらず笑顔で

はたらいていらっしゃる皆様を尊敬しています。どうぞお体に気をつけて下さい。地域の医療を守

ってくださり、ありがとうございます。（40代） 

 

・今日は私の娘（34才）の階段から落ち右腕骨折で手術となり久し振りに病院へ来ました。私の父、

平成 24年 10月に 91才で亡くなりましたが、この病院で新館 7階呼吸器科の方へは度々救急車

で運ばれ、何度もお世話になりました。最期もこちらの病院で看護師さん方には大変良くして頂き、

感謝しかありません。当時の方も今はみえないと思いますが、本当にありがたかったです。今さら

ですが、お礼申し上げます。（60代） 

 

・いつもありがとうございます。安心して生活を送ることができるのは、皆様のおかげです。私たち

も感染防止に努めますので、皆様もご自愛ください。本当にお疲れ様です。（40代） 



・コロナウイルスの感染が増えていますが、ご自身が感染するかもしれないというリスクを抱えな

がら使命を全うしている医療従事者の皆様には、心から感謝の気持ちでいっぱいです。本当にあり

がとうございます。私達は予防に努める事くらいしかできませんが、ご自身も休養を取ってどうぞ

体を大切にして下さい。（50代） 

 

・医療従事者の皆様へ 現場へ送り出してくださっているご家族の皆様へ勇敢に闘ってくださって

本当にありがとうございます。感謝という言葉だけでは言い表せませんが、まだまだ続きそうな感

染拡大の中で私たちのできることは感染防止策に対して徹底して行動していくことが大切です。こ

れからも頑張ってください。（60代） 

 

・休みなく働いて大変かと思いますが頑張ってください。（40代） 

 

・大変な状況下で本当に感謝しています。お体大切にしてください。（30代） 

 

・最前線で働いてくださり、ありがとうございます。（50代） 

 

・皆さんのおかげで安心して生活ができます。ありがとうございます。（40代） 

 

・新型コロナウイルス治療に専念なされていますことを心より御礼申し上げます。多くの患者が回

復することができたのは、医療従事者の皆様のおかげです。いち早くコロナウイルスが終息するこ

とを祈っております。（20代以下） 

 

・大変な状況で、先の見えない中、本当にありがとうございます。お身体を大事に、今後もよろしく

お願いします。（40代） 

 

・つらい時期が続きますがお互いに頑張りましょう（20代以下） 

 

・最前線で働いて下さっている皆様の負担にならないように、手洗いや消毒をまめにして予防に努

めています。少しでも早く流行が収まるよう力を合わせて頑張りましょう。（40代） 

 

・恐ろしいコロナに立ち向かって下さり、本当に有り難うございます。ニュースで、家族の方まで、

辛い思いされてること聞かされると、申し訳なく思います。本当に本当に有り難うございます。（60

代） 

 

・私達の命と健康を守るために、見えない所で沢山のストレスを抱え体力的にも精神的にも限界に

きておられることと思います。愛ある親切に感謝で一杯です。晩に涙を流しても朝には喜びの声を

上げるという言葉があります。コロナの終息を迎える朝が来るまで皆さんを応援しています。（30

代） 



・拝啓、コロナの終息、その他人々の病気を、毎日の医療にたずさわっておられます医師、看護師の

方々、世界の方々の人のご健康とその他デイケア等の方々、介護に携わっておられる方々、ボラン

ティアで各県や外国の方々、市や派遣で、村や町で頑張っておられる方々達、国民 1人 1人の方々、

皆様の健康が守られていることに深くお礼と、心からの感謝の念を申し上げます。世界の人々のご

健康と平和が訪れる事を祈っております。大変な世の中において、どうか皆様方のご健康と長寿を

願ってやみません。ご苦労様です。お疲れ様です。（60代） 

 

・コロナで大変な中、丁寧に対応して下さって、ありがとうございます。（30代） 

 

・いつも笑顔で対応してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。頑張ってください。応援していま

す。（40代） 

 

・自分や家族のことよりも他の人のことを第一に考えて医療に従事してくださり、心から感謝して

います。聖書には「真の友はどんな時にも愛を示す。苦難の時に頼れる兄弟である」という言葉があ

りますが、皆さんはまさにこの事を行なってくださっています。本当にありがとうございます。（60

代） 

 

・コロナ対策をするので、1人でも多く感染者を減らせるよう、がんばってください！（10代） 

 

・ありがとう！ありがとう♡感謝します❣無理しないでネ！♡ありがとう♡♪♪♪（60代） 

 

・皆さんのおかげです。感謝！ワクチン接種までもう少しです！体調に気をつけてよろしくお願い

します。（70代） 

 

・コロナウイルス患者の医療に対して、医療従事者の皆様方の献身的なご活躍に深く敬意をあらわ

し、皆様方に感謝を申し上げたいと思います。（70代） 

 

・毎日感染者が増加の一途をたどる中、日々最前線に立ち自分自身、また家族への感染リスクと闘

いながら、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積され、ギリギリのところで私たちの命や感染を防いで

いただけること、感謝の気持ちでいっぱいです。今、だれがなってもおかしくない状況の中で誠実

をもって向き合ってくれる、まだまだ終わりの見えない状況ですが、過労には十分気を付けて頂き、

終息を願い、皆様の健康を祈っております。（50代） 

 

・果てしない、コロナ戦争の最前線に立ち、自らの危険も顧みず、日夜奮闘されている医療関係者の

皆様方の、その崇高な使命感に、心より感謝とエールを贈ります。「春の来ない冬はない。」全員が力

を合せて、頑張りましょう！（70代） 

 

・いつもありがとうございます。（50代） 



・今回、祖母の入院でお世話になり感謝です。コロナの中、大変だとは思いますが、お体に気をつけ

てみなさま頑張って下さい。（30代） 

 

・毎日ご苦労様です。私の身近にも、看護士で頑張っている人もいます。私も、去年倒れて救急の点

滴で助かった一人です。私のように助かって、感謝している人もいます。これからもコロナ禍に負

けないでね！ 

 

・おいしゃさん かんごふさん とても、とても、かんしゃしています。だれにでもできることでは

ない。からだもこころもきをつけて あと すこしのあいだおねがいします。 あすのこないひは

ない ありがとう 

 

・いつもありがとう。ナースさんたちの笑顔、動き、大好きです。元気もらいマス。（40代） 

 

・コロナ禍で不安な中、いつも笑顔で元気に対応してくださり、ありがとうございます。元気いただ

いてます。感謝！（50代） 

 

・８階 呼吸器外科の皆様 入院中はお世話になりました。皆様の笑顔に助け支えて頂きました。

ありがとうございました。（40代） 

 

・自分の体が大事です。今は大変な時です自分の体を大切にして、私たちをたすけて下さい（80代） 


