
医療関係者の皆様、新型コロナウイルスの脅

威の中、日々の医療活動、本当にありがとう

ございます。皆様の日々の活動にて、たくさん

の命が救われています。私も手洗い・うがい

等々、出来ることをしっかり行って参ります。こ

れからもお体にはくれぐれもお気を付け下さい

ませ。

平山 雄太

日々の過酷な環境下での治療・看護に、頭の

下がる思いです。不要不急の外出を控える、感

染対策を取る、体調管理や事故に気をつけて

極力医療のお世話にならないようにするなど、私

のできることを続けたいと思います。皆様のお仕

事、生活が一日も早く平常に戻りますように。

ひとがたねこ

約一年、本当に自分自身も大変な中、身体を

張って頑張って頂き感謝しています。まだまだ大

変ですが、頑張って下さい。

あべ

身体を第一に頑張ってください。いつも有り難

うございます。

いけ

大変だと思いますが、私達は皆さんに頼るしか有

りません。お体に気をつけてお仕事をして下さい。

ヨシボン

否応無く不安と差別のなか、医療を必要として

いる人の為に、一緒懸命に日々頑張ってくださる

皆様に感謝です。

私達も自分で出来る事はして、応援していきた

いです。

田村 光子

心身ともに負担の多い大変な仕事だと思いま

す。新型コロナウイルスに打ち勝つためにもどうか

お身体を大切に頑張って下さい。微力ながら私

自身も生活インフラを支える為に取り組んでいき

ます。

遠西 覚

日々の業務本当にお疲れ様です。

兎にも角にも身体に気をつけてお過ごしください。

松本

医療従事者の皆様、毎日大変の中お疲れ様

です。本当にコロナの感染リスクもあり、不安など

もあると思いますが、毎日ありがとうございます。

自分達のお身体も気をつけて下さい。これからも

引き続き、自分達も手洗いうがい消毒や、自粛

生活などで自分の出来る範囲でコロナ対策しっ

かりしていきたいと思います。

稲葉

者医療関係者の方々、新型コロナウイルス感染

者が増え続ける中、人名を守るため日々本当に

お疲れさまです。自分もコロナウイルス感染予防

を徹底すると共に、少しでも社会貢献ができれ

ばと思います。

トミタ

約一年、本当に自分自身も大変な中、身体を

張って頑張って頂き感謝しています。まだまだ大

変ですが、頑張って下さい。

結城

医療従事者の皆様、新型コロナウイルスに感染

しない様、心掛ける事でしか皆さんの負荷を軽く

出来ません。申し訳ありません。

長い期間プライベートや家族との時間も無く、頑

張り続け人命を守る姿に心から感謝申し上げま

す。

竹内 誠

日々ただでさえ大変な中、さらに新型コロナの対

応と感謝しかありません お体壊さないようにお

仕事よろしくお願いします

高本 泰重

コロナが世界的に流行し一番大変なのは政府

でもなく医療従事者だと思います。そんな中とて

も強い責任感を持って業務に当たっている姿は

頭が下がりますし、憧れになります。皆様方は、

日本を間違いなく救ってくれているヒーローです。

私たちは今、コロナ以外の病気も含め予防措置

を取る事が一番なのでこの先も気を付けて生活

しますので頑張って下さい。

kurogojira6



医療従事者の大変さはテレビやラジオ等から

常に感じています。私が出来ることは、感染

予防、体調管理を徹底し、病気にならないよ

うに生活すること。それが医療従事者のため

になると考えています。約 1 年、厳しい環境

の中働いている医療従事者の方々には感謝

しかありません。

はるみゆ

コロナ禍の中、お仕事大変お疲れ様です。

まずはご自分のことを大事にして､無理しない

でお仕事してください。

わたなべ

医療体制も整わないなかでも、自分の生活

時間を削って対応してくださり、ありがとうござ

います。

澤田博之

医療従事者の皆さまへ

私たちの日常を支えていただき、ありがとうござ

います。私たちのありふれた日々を守るため、

どれだけ皆さまが献身的なご尽力をされてい

るか、決して忘れません。私たちも微力ではあ

りますが、私たちの使命である配達業務を通

じて少しでも皆さまのお役にたてればと思って

おります。どうぞお体だけはご自愛ください。

鈴木 真樹男

みなさんがいらっしゃらければ、世界は崩壊し

ています。我々もエッセンシャルワーカーと呼称

されておりますが、医療関係者の方々から比

べれば到底及びません。業務とはいえ、本当

に大変な中頑張っていらっしゃる医療関係者

の方々に心から敬意を表します。ありがとうご

ざいます。

倉島 幸大

まだ収束が見えない事を不安に思っているの

は、私達より、遥かに医療に従事されている

皆様だと思います。皆様の負担を少しでも減

らす為にも、もちろん自分の健康の為にも、

感染対策をしっかり行って生活を送る日々で

す。皆さんもお身体、心、とにかくなによりご自

身を、お大事にされて下さい。毎日、本当有

難う御座います。 カメヤマ

去年から続くコロナウィルス感染者の方への治

療、それと合わせて病気や怪我の方への治

療と本当に大変だと思います。

医療従事者の方々とそれを支えるご家族の

方々に日本は支えられています。

今までにありがとうございます これからも頑

張ってください 。 山根

危険と隣り合わせな最前線で感染者の為に

奮闘してくださりありがとうございます。ご自身

の体一番にご自愛頂きながらこれからも日本

の医療を支えて下さい。

マック

コロナ渦中大変な中くれぐれもも体調には気

をつけてください１日も早いコロナ終息を願っ

て

まーくん

日々、医療従事者の皆様には、この大変な

状況の中、医療を続けてくださり心から尊敬と

感謝の気持ちでいっぱいです。あなた方のお

かげで私は家族と共に日常を送る事が出来

ているとおもっています。ありがとうございます。

阿部和明

命の危険と隣り合わせの状況で、必死に医

療に臨む関係者の方々、本当にお疲れ様で

す。自分の行動を見直し感染を防ぐ、など、

私にできることをしっかりとやっていきます。

水上陽輔

皆さんのおかげで日本が支えられています 

ほんとにありがとう 頑張って   

Tak

常に緊張感を持って仕事をされて、大変なご

苦労だと思います。

もうしばらくは同じような状況だとは思います

が、お身体に気をつけてお仕事をして下さい。

丸山

大変な中いつもご苦労様です。

お体に気をつけて 

片桐



いつもありがとうございます 

jt

毎日危険と隣り合わせの中支えてくださりあり

がとうございます

岡田裕幸

毎日 大変な お仕事 ご苦労様です。

みしば

ご自身の危険もある中本当にありがとうござい

ます 私も予防にしっかり努めたいと思いま

す。

イナバ

頑張ってください

田中 太郎

いつも有難う御座います。

杉田 和敏

コロナ禍で色々大変な中頑張ってくれてありがと

うございます 

松岡 啓太

このご時世の中、本当にご苦労様です。自

分のからだも是非大切にし、この国を支えて

いってもらいたいと思います。

カブ

大変な状況下、本当にありがとうござ

います。皆さんのおかげでどれだけの方が助かった

ことか。 今後もお体に気をつけて、無理し過ぎ

ずに頑張って下さい。

鶴丸

医療従事者の皆さま日々のご活動本当にあ

りがとうございます。ご自身にも大切な家族や

帰る場所がある中で、最前線で戦っている皆

さまには感謝しかありません。これからもどうか

無理はなさらず、お身体に気を付けてください。

YF

大変なお仕事かと思いますが、頑張って下さい。

金子英治

大変時期ですが、がんばってください

飯島徹弥

終わりが見えない状況の中、一年前も今も、

最後の砦としての責務を担っているのは確か

です。お掛けする言葉が見つかりません。私に

は感謝することしかできません。ありがとうござ

います。

くさか

日本を支えてくださってありがとうございます 

ご自身とご家族を大切に。

山田浩幸



最悪の事態になってないのは皆様のご尽力の

賜物だとつくづく感じております。本当にありが

とうございます。どうぞご自身の体も大切にして

下さい。

わた

新型コロナウイルスの中、人命を守るため献

身的な医療ありがとうございます。

中澤孝之

最前線で頑張っていただきありがとうございま

す。私達もいつお世話になるかわからない状

態ですが、私達も気をつけて気をつけてご迷

惑をかけないようにする事が大切だと日々思

っています。お身体に気をつけてお互いに頑

張りましょう。

西村

ご自身も危険と隣り合わせになりながらも、生

活を犠牲にしてまで人を救う姿に感動と感謝

しかありません。ありがとうございます。そして、

明けない夜は無いと信じています。どうか、ご

自身の事も大切にしながら、あと少し あと

少しの間頑張ってください。応援しています。

きのした

感謝しております。先の見えない厳しい状況

は続きそうですが共に頑張りましょう。

ひみパパ

大変な中いつもありがとうごさいます。

お体に気をつけて、これからも頑張ってくださ

い。

石坂康二

大きな感染リスクの中、命がけで奮闘して下

さってる医療従事者の方々には感謝の気持

ちでいっぱいです。

本当にありがとうございます。

ご自身の身体にもお気をつけてください。

小塚勝貴

コロナウイルス感染が続く中、献身的な医療。

大変感謝しています。

ありがとうございます。

くれぐれも、ご自身の身体にも気をつけて下さ

い。

こうがみ

コロナ感染の終息が見えない中、人命を守る

ため、献身的に従事していいる皆様に感謝し

ています。私達に出来ることは、感染しない

日常生活を心がけることで協力したいと思っ

ています。

かざわ

感染リスクの高いなか、本当に感謝しています。

そして、尊敬しています。

身体に気をつけてください。

伊藤

最前線でのお仕事お疲れ様です。

お身体を大切に、頑張ってください。

金杉

とても大変な思いでお仕事や生活をされてい

ると思います。本当に本当にありがとうございま

す。必ず終息はすると思いますので、無理をせ

ずに頑張って下さい。

カメカワ

いつも大変な中ご苦労様です。

たかやま

ありがとう。お疲れ様です。お世話にならない

ように感染対策頑張ります。

タロジロ



コロナ禍で大変ななか日々のお仕事ご苦労

さまです、本当に頭が下がる思いです。私た

ちも感染拡大を少しでも防げるよう努力をし

て参ります、まずはご自身のお身体大切にさ

れて下さい。いつもありがとうございます。

藤本

大変な中いつもありがとうございます。

陰ながら応援しております。

すみお

大変な中いつもありがとうございます。

応援してます。

大谷

コロナ禍で最前線で戦ってくれてありがとう

渡直幸

ホントに大変だと思います、頑張ってくださって

ありがとうございます。

柳田 信次

この間の大変な中、最前線での業務本当に

お疲れさまです。いち早い感染症の終息を願

い、共に頑張っていきましょう。

駒澤航

無理しすぎないように、体調に気を付けて下

さい。

たつや

私の祖母が少し前に体調をくずして入院しま

した。コロナではなかったのですが、大変な時

期にとてもよくしていただきました。お陰さまで

元気に退院できました。医療のお仕事はとて

も大変だと思いますが、患者の皆様に安心を

届けてください。ありがとうございます。

やす

とても感謝しております。

今後も奮闘をお願いいたします。

大久保勝矢

いつも有り難うございます。知人のお嬢さんが、

看護師さんの為、医療現場の大変さは、聞いて

います。人手不足や感染のリスク、頭が下がりま

す。でもギリギリまで、がんばらないで、しっかり食

べて、睡眠を、取ってくださいね。ありがとうしか言

えませんが、本当に有り難うございます。

のんち

大変な状況の中、医療を続けて頂きまして

本当にありがとうございます。心から感謝して

おります。

S

新型コロナの影響で大変かとは思いますが、

頑張って下さい。

みなさまのおかげて平和が保たれています。

とても感謝しております。

しん

毎日命懸けの中で本当にお疲れ様です

まずはご自分と家族の皆様の健康を第一に

働いてください

スズキジン

医療従事者の皆様ありがとうございます。

私達が出来ることを行なって従事者の方の助

けになればと思っています。

どうぞお身体に気をつけて、頑張って下さい。

感謝しています。

林



医療従事者の皆さんへ

コロナに負けるな  

本当にお疲れ様です。日々消毒、家族への対

応、通勤途中、お子さんの事などなど色々我慢

している事が多いでしょう  

ほんとうにありがとうございます。

紺野 政子

医療従事者の皆様、頑張ってくださってありが

うございます。

どうか皆様のお身体も大事にして下さい。

高山 克枝

医療従事者の皆様

大変な中お仕事ご苦労様です。

はるる

コロナ過のもと、日々、厳しい労働環境のもと患

者のケアに当たっていただいてることに感謝の言

葉もありません。

肉体的精神的負担は想像も及びません。

目の前の患者を救うために無理をなさっているこ

とと思いますが、医療関係者皆様、お体を大事

にしてしてください。

牧野 喬史

私たちが生活できているのも、ご自分を犠牲にし

て働いてくださっている医療関係の方々のおかげ

です。

本当にありがとうございます。

ゆうこりん

地元の近くの病院が受け入れ先になっていて

いつも大変だなぁと思っています。

長期間の重労働や偏見で苦労されてる事が

沢山あると思います。

どうか負けないで下さい。

僕は応援してます。

JAGGA-T

献身的な対応に感謝しています。

ユウイチ

新型コロナウイルスの終息が見えない中、日々

感染のリスクと隣合わせの現場で懸命に任務を

果たす姿には頭が下がります。まだまだ予断を許

さない状況ですが、一日も早く元の日常に戻れ

る様、これからも活動を応援します。

加藤吉博

毎日ご苦労さまです

山口

コロナ禍での業務、大変お疲れ様です。

終息する日を心から祈っています。

目黒賢

命を守るために戦っている医療従事者の皆様へ

感謝の気持ちでいっぱいです。お体に気をつけて

頑張って下さい。

メガネ

目に見えない敵の中、多くの人を助けて頂きあり

がとうございます。安心安全な世界が来る日を

願っています。

たいよう

医療現場の方々の御尽力にはただ感謝しかあ

りません。私家族は感染リスクを抑えた生活を心

がけます。

もとみ

コロナ禍が続く中、私達の健康が守られているの

は、皆さま方 医療関係者の方々のお陰です。

いつになったら 終息するのか 見通しが立ちませ

んが、くれぐれも お身体に気を付けて、頑張って

下さい。陰ながら、応援させて頂きます。みんな

で 乗り切るましょう。

杉橋ひろ子


