
Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

滋賀 男性 10代
長い間、みんなのためにどうなるかわからない状況で、頑張っていただきありがとうございます。私たちにもできること。これは外出を自粛し、さらに自粛を呼びかけることだと思います。医療関係者の皆さんも、健康でいられるよう願っています。これからも頑張って

ください。

神奈川 女性 10代 私を含む多くの人が感謝しているということ、辛いことばかりが心に残りやすいもので、親切は儚く心から消えやすいものであること、このような考え方をもとに立ち向かってほしいです。何も出来ない自分が歯がゆいです。頑張ってください。

滋賀 女性 10代 本当に医療関係者には心から感謝してます。私の夢は医者になることです。たとえ今のように大変な時期になっても皆さんのように諦めず患者を助けたいです。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 10代 見えないからとても怖く感じますが、携わっている方はもっと怖く不安だと思います。そんな状況でも、命を救う病気を治す患者に寄り添う尊い仕事をされる皆さんに心から感謝です。

大阪 男性 10代 いま、そしてこれからも、もっとたいへんになっていくとおもいますが少しでもささえていくので頑張って下さい

大阪 女性 10代
どんな時も頼りにしています。

ありがとうございます。

神奈川 女性 20代

私は接客業で、緊急事態宣言が出てからはお店が休業になってしまったので、１ヶ月家にずっとこもっていました。昼夜問わず戦われている医療関係者の皆様には感謝してもしきれません。せめて自分はお世話になることがないように気を付けるばかりで、もっと何か恩

返ししたいと思ってもなにをしていいかわかりませんでした。明日から仕事に復帰します。仕事以外で不要な外出は避け、自分の心を折らずに一生懸命働き、医療関係者、そのご家族様も安心して暮らしていただけるような社会に早く戻れるよう祈っております。

毎日毎日、本当にありがとうございます。

滋賀 女性 20代

危険であるとわかっていながら、その渦中に進んでいくことは、並大抵の覚悟では出来ないことだと思います。

誰かのために命をかける、その本当の意味を考え直すきっかけをくれた医療者の皆様に感謝申し上げます。

外からいろいろなことを言われることがあるかと思いますが、皆さんは今の日本に絶対に必要な存在です。自分を誇って頂けたらと思います。日々戦争のようなものと存じますが、くれぐれもご自愛ください。

神奈川 女性 20代

昨今の大変危険な状況の中、医療の最前線に立って私たちを助けてくださって本当にありがとうございます。

医療関係者の方々が毎日頑張ってくださっているおかげで、私たちは毎日を暮らせています。

私たちが医療関係者の方々に出来ることは、こうしてお礼を述べる事や、これ以上感染を広げないために自粛することしか出来ないのがとても歯痒いです。

本当に、本当にありがとうございます。

京都 男性 20代
新型コロナウイルスによる感染症の治療や看護を最前線でしてくださりありがとうございます。自らが感染する危険、治療に携わっていることによる不当な扱いや偏見など大変なことばかりで気が滅入ることもあります。しかし、日本全国で感染者数をかなり抑えられて

いるのは医療従事者のおかげです。これから先、どうなっていくかは分かりませんが、自分の健康や精神などにご留意してください。

東京 女性 20代
みんなのために全力を尽くして対応してくださりありがとうございます。感謝してもしきれません。私たちにできること、三密を避けて生活すること、手洗いうがいを徹底していきます。医療とは別の形ですが、いま自分にできることで社会に貢献して医療従事者の方に

恩返しができるようになりたいです。ありがとうございます！

埼玉 男性 20代
こんなときばかりヒーロー扱いしてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。いつもありがとう。わたしはみなさんのおかげで健康に生きてこれましたが、今度はわたしがみなさんを助ける番です。どうかご無事で。いつか戻った日常でまたくだらない話ができますよ

うに。

東京 女性 20代

最近、コロナと戦う医療従事者さんの特集がテレビでよく組まれていますが、それを見るたび、胸を打たれます。

自分が出来ること、外出は避けようと、毎回、気が引き締まっております。

いつも本当に有難うございます。あと数ヶ月、くれぐれも体調にご留意ください。

埼玉 男性 20代
いつも私たちの為にありがとうございます。私は患者ではあります。

こうして、元気で居られるのも、医療者の方々のおかげです。これからは暑さもましてきますので、こまめに水分補給を心掛け頑張ってください。お互い頑張りましょう

兵庫 女性 20代

あなた方が懸命に頑張ってくださってるおかげで今の日本はぎりぎりのところで保たれています。

少しでも皆さんの負担を減らせるよう、外出を控え、家で過ごすことを心がけます。

本当にありがとうございます。

東京 男性 20代 コロナでの対応本当にありがとうございます！！家族感染防止のため、家族にも会えずに対応してくださっている方もいるとお聞きしています。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 20代
皆さんのおかげで安心して生活することが出来ます(*^ω^*)

大変な時だと思いますが、皆様が体調崩されないことを切に願います?★*ﾟ

兵庫 女性 20代 皆様のお陰で、日常を生きることができています。本当にありがとうございます。

神奈川 女性 20代 命のリスクを背負って、国民のために働いてくれて本当にありがとうございます。

滋賀 男性 20代
日々、ありがとうございます。

大変だとは思いますが頑張ってください。

東京 女性 20代 stayhomestaysafetogether

大阪 女性 20代 いつもありがとうございます。

東京 女性 20代 ありがとうございます。

香川 男性 20代 感謝感謝

神奈川 男性 30代

以前、私は病院の療養病床で看護師さんの下で介護職員をしておりました。現在は船員をしています。なので看護、介護職をはじめ医療従事者の大変さは昔から誰よりも身近に感じ、肌に触れる機会が多かったです。現在の船員という職業柄、医療職の方と接する機会は

ほとんど無くなってしまいましたが、今回のコロナウイルスによる医療職の労働の過酷さやウイルスの怖さ、病院内の環境の悲惨さ等、船にたまにFAXで来る新聞で乗組員皆周知しておりました。私を含め乗組員、家族が感染していないのは日本の医療従事者一人ひとり

の働きがあってです。医療職員の方々には本当に頭が上がりません。本当にありがとうございました。

東京 女性 30代

命をかけて職務を遂行してくださり、本当に感謝しています。

自らの感染リスクを追いながら、私たちを守ってくださり、頭が上がりません。

心ない対応や言葉を投げられたりすることもあるかもしれませんが、医療従事者の方々に感謝をしている人たちの方が、圧倒的に多いことを忘れないでください。

なかなかご自身のタイミングで休むことができないかもしれませんが、どうかコロナ対応が少し治まったら、体を休めてください。

わたしたちも、医療従事者のみなさんのお世話にならないよう、健康な体作りに励みます。

もとの日本に戻るまできっとあと少しです。

神奈川 男性 30代
今の世の中大変になっていますが世の中の皆さんはイライラ、ピリピリとしています。医療関係者の皆さんが、いつも挨拶、話しかけてくれる事が毎回、嬉しく思います！今がしんどい時、辛い、苦しい時ですが何とか踏ん張って耐えてほしいと応援してます！クオール

薬局の皆さん、いつも優しく挨拶してくれてありがとうございます！皆さんが１日でも早く平和な医療現場、平和な薬剤師現場を取り戻すよう応援しています！皆さんに感謝、感謝の気持ち、感謝の心です！元力士より

千葉 男性 30代

昨今の大変な状況のなか、自身への感染への危険があるにも関わらず、私達の為に日々医療現場で頑張って頂き本当にありがとうございます。

私達がこの日常を何事もなく過ごすことが出来るのは皆様医療関係者の方々のおかげです。

いつかこの事態が収まり、皆様に日常が戻ってきた際には美味しいモノを食べ、たくさん睡眠を取り、いっぱい楽しいことをしてください。

とても大変な現場だとは思いますが、どうか体調等にお気をつけて働いてください。

兵庫 女性 30代

本当に大変な状況の中、最前線で戦ってくださっている医療従事者の皆様には、心より感謝しています。

ご本人もそのご家族の皆様も、いまだ終わりが見えない現実に、不安を抱えながらの毎日かと思われますが、全世界の人々が、終わりを信じ、皆様の健康を願っているに違いありません。

私に出来ることは微々たることかもしれませんが、１日も早い終息に向けて、精一杯取り組んで参ります。

どうかお身体に気をつけて、ご健闘を祈ります！

滋賀 女性 30代

医療者の皆様、コロナと戦ってくれてありがとうございます。

今国民を支えて下さってるのは医療者の方たちです。危険で過酷な状況の中本当にありがとうございます。

心ない言葉を投げ掛けているニュースを見ると本当に胸が痛いです。

頑張って下さってる医療者の方たちが居ないともっと酷い状況になってたと思います。

まだ油断できない状況ですがお体お気をつけて下さい。本当にありがとうございます。

神奈川 女性 30代
医療者の方々にとって体力的にも精神的にも厳しい戦いが長引き、本当に大変なことになってしまったと感じております。新人の方は研修の機会などが例年通りにゆかず受けられた筈のフォローが不足し、ベテランの方は培ってきた知識や環境で対応しきれない歯痒さに

心を痛めているのではと心配しております。限られた人員、器材及び情報で立ち向かってくださっている皆さんに心よりの感謝を申し上げます。

神奈川 女性 30代

感染防止に努め多種多様な方々がおられる中、毎日お疲れ様です。

マスクや防護服や消毒関係の物資などが足りない中、気も休まらない日々が続く中、患者を診て奮闘される姿に感謝以外の言葉はありません。

また、政府の方針も日々変わり行く中でご苦労は耐えないと思います。

終わらない時間はないと信じてはおりますが、どうぞ医療従事者の皆様方の疲れが少しでも癒える時間がありますように…。

神奈川 男性 30代
今はコロナが怖いため病院に気軽に行けない、このような状況がこんなにも不便で不安なことであるとは今まで想像もしませんでした。同時に普段から皆さんがいるから安心した生活が出来ていたのだなと気がつきました。

自分には自粛要請に協力することしかできませんが、コロナと最前線で戦ってくれている医療従事者の皆様に感謝と、健康の無事を祈らせていただきます。

東京 女性 30代

休憩すら思うように取れない中で、危険をかえりみずお仕事をしてくださりありがとうございます。

誰しもができることではなく、本当にすごい仕事だと思います。

私が長期入院したときも、出産したときも大変お世話になり、何年も経った今でも感謝をしています。今回、コロナを患った方だけでなく、そうでない方も、これからずっと感謝の気持ちをもたれることと思います。

神奈川 女性 30代
様々なリスクを抱えながら最前線で活動されている皆様、誰かの大切な人の為に、地域の為に、日本、世界の為に、これからもご活動のほどよろしくお願い致します。

私は医療従事者でもなければ生産者、流通に関わる仕事もしておりませんが、うがい手洗いの徹底、外出は最低限、子供たちへの理解・指導などできることを頑張ります。

大阪 女性 30代
一昨年度、肺炎や気管支炎を患ったのですが、入院したくない、どうしても仕事に行きたいとわがままを言った私に、手を尽くして治療してくださった医師の皆様や、いつも「具合はどんな感じ？」と声をかけてくださる処方箋薬局の方には感謝してもしきれません

大変なときですが、ご自身の体調にも気をつけていただきたいです

滋賀 男性 30代
感染のリスクがある中、日々コロナウィルスへの対応を続けていただき、本当にありがとうございます。

できれば無理をなさらないでいただきたいですが、そうも言っていられない状態のところもあると思います。できる限り御自愛してください。私たちも感染リスクを抑え、早く皆さんが休めるようにしていきたいと思います。

滋賀 女性 30代
いつ自分も感染するか分からない最前線の危険な中でたくさんの患者と接して頂きまた助けて頂き本当にありがとうございます！あなた方がいるから私達は信頼して病院に検診などに向かう事が出来ます。

これからもまだまだ沢山の不安や苦しみはあると思いますが、どうぞ身体に気を付けて頑張って下さい！

滋賀 女性 30代

医療者の皆様へ

新型肺炎流行の最前線にて戦っておられるとのことで、感謝の気持ちと同時に、外出自粛することでしか支援できない自分の無力さを感じています。

どうかご自身のお身体も大事にしながら頑張ってください。応援しています。

私達もこれまでより一層健康に気をつけて生活したいと思います。

滋賀 女性 30代

自分もいつ感染するかわからない、家族にも知らず知らずのうちに感染させてしまうかもしれない。

そんな危機的状況の中で毎日働いておられる医療従事者の方々には、本当に感謝しかありません。

毎日不安で精神的にも辛いと思います。

１日も早くコロナウイルスが終息することを願っています。

神奈川 女性 30代

4月に出産しました。

産院・花粉症のためかかった耳鼻科・眼科の先生やスタッフさん、薬局の皆様など、たくさんの医療関係者の方にお世話になりました。

無事に今子供と過ごせているのも皆様のおかげです。

大変な時期だとは思いますが、皆様が健康で無事に乗りきれるよう祈っております。

滋賀 男性 30代
みなさんの日々の業務にあたり、一言、お礼申し上げます。

見えない敵(コロナウィルス)との戦いに連日連夜、治療、本当にお疲れ様です。みなさんにも家族があること忘れないでほしいです。僕ら私たちも、見えない敵に必ず勝てると思っています。共に戦いましょう。明日があると思って…。

兵庫 女性 30代
医療従事者への、言いがかりのような嫌がらせが増えているという記事をよく目にします。コロナの恐怖と戦いながら、周囲からの心ない言葉とも戦わせてしまっている現状に、申し訳なく思います。支えてくださって、ありがとうございます。皆様のおかげで、今安心

して生活できています。

神奈川 女性 30代
過酷な状況のなかでリスクと隣り合わせで最前線で戦う皆さんに本当に感謝しています。私たちには自粛という形でしか協力できませんが応援の声が皆さんに届いたらいいなと思います。皆さんのおかげで未来に希望を持って今を過ごせています。がんばれ！ありがと

う！

神奈川 女性 30代

様々な患者さんに日々対応し、その上で今回のコロナパンデミックより多大なご負担がかかっていると思います。

そんな日々切迫した医療現場で、真摯に医療と向き合い、闘っている皆様を心から尊敬し、またご健勝をお祈りしております。

どうかご自愛ください。

神奈川 女性 30代 心ない人が医療従事者の方や家族にいじめ等を行っているときき、とても心を痛めております。伝える場がないだけで、ほとんどの国民は感謝しています。今回このようなアンケートがあったので伝えさせてもらいます。ただただ感謝です。ありがとう、ありがとう。

千葉 男性 30代

コロナ禍の中、最前線で戦っていただきありがとうございます。

皆様のおかげで医療崩壊せず、危機的状況の中でも安心して過ごすことができています。

いつかきっと、報われる日が来ると信じています。

今後とも宜しくお願い致します。

兵庫 女性 30代
暖かくなってきて、私たちも毎日マスクをつけるのが憂鬱になってきました。しかし、医療者の方は、何回ものマスクや防護服の着替え、感染へのリスク、考えるだけで、胸がいっぱいになります。

どうか、心折れずにがんばって下さい。

神奈川 女性 30代
お薬を飲まないとならない状態の体なので、コロナ感染を恐れながらも頑張ってお仕事してくださってるおかげで、私だけでなく、お薬など診察などを必要としてくれてる人にはありがたく思います。

ありがとうございます。

滋賀 女性 30代 いつも丁寧にお話を聞いたり、教えて頂いて本当にありがとうございます。嫌な顔一つせずいつも明るくやさしく教えて貰っています。本当に助かっています。大変な中、命がけでして頂いて本当に感謝しかありません。

神奈川 男性 30代

平時でも忙しいのに、コロナが重なり連日大変苦労されていることと思います。

医療従事者に対して心ない発言をする人もいるかも思いますが、どうか無理ない程度に頑張ってください。

いつも感謝しています。

神奈川 女性 30代 不安な中働いてくれていることに感謝します。不安で逃げたくなってこの状況から逃げてしまっても私はあなたを責めません。働くのも逃げるのもどちらも勇気がいることです。自分のことも大事にしてください。

滋賀 女性 30代
ご自身の生活・体調の心配もあるなか目に見えないウイルスと戦って頂いてありがとうございます。

皆様が頑張っていただいてるので、救える命があるのだと感謝しています。ありがとうございます。

兵庫 男性 30代 医療従事者の皆様には・・・本当に感謝しています.常に感染と言うリスクの中で笑顔で接して頂きありがとうございます！まだまだ大変な時期ですが医療従事者の皆様も体調には気をつけてください.

滋賀 男性 30代

今医療者の皆さんが踏ん張っておられるからこそ、日本国民はまだ大きな混乱なく過ごせており、その有り難さを感じながら、日々生活しています。

お仕事お疲れ様です。

そして、ありがとう。

京都 男性 30代 ただただ『ありがとう』の気持ちでいっぱいです。いまは直接伝えることができないけれど、きっとみんな同じ気持ちです。一部の心ない人達の誹謗や中傷に負けずに、頑張ってください。

滋賀 女性 30代 目に見えない恐ろしいコロナウィルスの治療に精一杯取り組んでくださりありがとうございます。くれぐれも体調管理には念を入れていただき、感染されないことを祈っています。

神奈川 女性 30代

いつも身を削って働いてくださってありがとうございます。

感謝してもしきれません。

早く医療従事者の方々が落ち着いた生活を過ごせる日が来ることを願っています。

埼玉 男性 30代
最前線で闘い続けてくれてありがとうございます。

余計な仕事を増やさない為にも不要不急の外出は避け、うがい手洗いを忘れないように自己防衛をしっかり行います！

神奈川 男性 30代
自分の事で精一杯になりがちな現状で、患者のことを第一に考え行動される医療従事者の方々には本当に頭が下がります。

無理せず、体調に気をつけて頑張って下さい。
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Q5医療者への感謝の気持ち

神奈川 女性 30代 大変な中、戦ってくださりありがとうございます。家族がいらっしゃる方もいるなか、大変な現状ですが、冬は必ず春となるです！この苦境を乗り越えていきましょう！

北海道 女性 30代 感染リスクの脅威の中、患者さんのために全力をつくし、また、スタッフ不足で過労を強いられている事を考えると、非常に胸が痛みます。本当に感謝申し上げます。

神奈川 女性 30代

世の中が大変な状況の中

日本を支えて下さりありがとうございます。

いつか心穏やかに過ごせる日が来る事を願っています。

無理はせずに、頑張って下さい。

東京 男性 30代

最前線で戦ってくれてありがとうございます。

心ない偏見や差別などもあるかと思いますが、見てる人はみています。

本当にいつもありがとうございます！

神奈川 男性 30代
コロナにかかるリスクを承知の上で業務を行っていただいていることに感謝しております。

私も出来る限り自粛し、コロナを広めないよう努力いたします。

兵庫 女性 30代 いつ自分も感染するかわからないという状況でもひとのために必死に働いて下さっている医療者の方々はヒーローだと思います。本当にかっこいいです。

大阪 女性 30代 重症者率が減少傾向にあるとはいえまだまだお辛いかと思います。私にできる事は、できる限りの寄附と、おうちにいる事だけですが、応援しています。

滋賀 女性 30代 身近に医療従事者の方がたくさんいます。物資不足の中、患者さんのために危険をおかして携わってくれています。本当にありがとうございます。

兵庫 女性 30代
毎日休まずお仕事を続けていただき、本当にありがとうございます。

安心して受診できる、ひいては毎日安心して過ごすことに繋がります。

兵庫 女性 30代 このツライ時代を、私達と同じ環境にもかかわらず、かかんにも働いてくださる医療関係者の方々へは感謝しかないです。いつも、有り難う。

滋賀 男性 30代
ご自身や家族を顧みず、最前線でコロナウィルスに立ち向かって頂き、感謝の気持ちしかありません。

ほんとうに、ありがとうございます。

兵庫 女性 30代 最前線で頑張って頂いている医療関係者の方々に、心からのエールを送ります！最後はあなた方が私たちの命の砦！本当にありがとう！

大阪 女性 30代 自粛期間中も、沢山の注意をはらって、子供の診察をしていただいている小児科の皆さん。薬剤師の皆さんに本当に感謝です。

神奈川 男性 30代 報道ではコロナ扱いされるものも目にします。そんな言葉に負けず日々患者さんに向き合って頂きありがとうございます。

神奈川 男性 30代 新型コロナに直接対峙していない医療関係者の方も高リスクな環境の中で従事していただいていること、感謝しています。

滋賀 女性 30代 いつもありがとうございます。大変な時ですがお体に気をつけてください。こちらも精一杯予防に取り組んでいきます。

滋賀 男性 30代

自身もかかって仕舞うかも知れない恐怖の中

戦って下さって有り難うございます

もうただただ感謝しかありません

神奈川 女性 30代 医療従事者の皆さんのおかげで、このような非常事態でも、落ち着いて生活できています。本当に感謝しています。

神奈川 男性 30代 コロナウイルスの終息など先の見えない状況が続いている中、医療を提供してくださり、感謝しています。

兵庫 女性 30代 皆様の支えがあってこその今だと思います。ありきたりな言葉ですが、本当にありがとうございます。

滋賀 女性 30代 ご自身やご家族への感染リスクのあるなか、お仕事を頑張ってくださりありがとうございます。

大阪 女性 30代
不安が多いなかいつもありがとうございます。

無理をし過ぎないように頑張ってください。

神奈川 女性 30代 最前線で立ち向かってくれてありがとうございます。無理だけはしないでください。

神奈川 男性 30代 医療関係の皆さんのおかげで健やかな生活が保てています。ありがとうございます。

滋賀 男性 30代 皆様のおかげで、こうして暮らしていけております。本当にありがとうございます。

神奈川 男性 30代 今皆様が頑張っているおげでコロナの感染がこのぐらいに治まっていると思います。

滋賀 女性 30代
いつもありがとうございます。

私の命、健康は皆様がいるから守られています。

滋賀 女性 30代 感染リスクがある中で心のこもった看護をして頂きありがとうございます。

千葉 男性 30代
危険な中、いつもお世話になっております。

ありがとうごさまいます。

東京 女性 30代 過酷な環境の中、私たちの命を守ってくださりありがとうございます！

滋賀 男性 30代 じっくり話を聞いてくれて、薬も一緒に決めてもらって感謝している。

埼玉 女性 30代 毎日命をかけて業務に従事されていて、本当にありがとうございます。

兵庫 女性 30代
いつも感謝しています。

支えてくださりありがとうございます。

兵庫 女性 30代 患者さんの不安を少しでも取ってくださってありがとうございます

神奈川 男性 30代 今皆様が頑張っているおげでこのぐらいに治まっていると思います

東京 女性 30代 自らの命をかけて、みんなのことを守ってくれて、ありがとう。

神奈川 男性 30代 ほんとに大変だと思いますが体調にも留意して頑張ってください

神奈川 男性 30代 ありがとうございます。皆さんの頑張りに支えられています。

兵庫 女性 30代 皆様のお陰で私達は生きています。ありがとうございます。

滋賀 女性 30代 大変な中、いつもと同じ笑顔で迎えてくれて、ありがとう！

神奈川 男性 30代 私たちの生活を支えてくれましてありがとうございます。

神奈川 男性 30代 感染のリスクがあるなか、いつもありがとうございます。

神奈川 男性 30代 この大変な時期にいつもありがとうございます。

滋賀 男性 30代 大変な時期ですがなんとか乗り越えてください。

神奈川 女性 30代 いつも私達のために、ありがとうございます。

兵庫 女性 30代 日本を支えてくださりありがとうございます

兵庫 男性 30代 最前線で戦ってくれてありがとうございます

兵庫 女性 30代 大変な最中、ありがとうございます！

神奈川 男性 30代 いつもありがとうございます。

滋賀 男性 30代 大変感謝しています

神奈川 女性 40代

医療に携わってくださっているすべての方と支えてくださっているご家族の方へ?

お疲れ様です！

いつも、お世話になり、ありがとうございます！！

自分自身や家族が感染する大きなリスクや計り知れないストレスを抱えながらも、医療の最前線で奮闘し、尽力してくださって、本当に本当に、感謝の気持ちでいっぱいです！

ありがとうございます！！

私は、持病でステロイドを服用して免疫力が低下しているため、以前から、外出の時には人ごみは、なるべく避けて風邪も引かないようにと常時マスクを着用して、細心の注意をして生活してきましたが、さらに新型コロナウイルスの流行によって、感染することによる

命の危険を強く感じる緊張の日々を過ごしています。

私の仕事もそうなのですが、休業したくても出来ない業種(医療従事者の方たちをはじめとして、食料品などの日用品を販売してくださっている方たちや外出自粛で急増している宅急便などの配達の方たち、その他、金融機関や役所、保育園、介護施設などなど)の方たち

の中には、家族から働く事を心配や反対されたり、別居してまで働いてくださっている方もいらっしゃると、お聞きして、感謝の気持ちとともに申し訳なく感じてもいます…。

愛読している聖書には

「あらゆる勤勉な働きには価値がある」ー格言14:23

「全てのことに感謝してください」ーテサロニケ第一5:18

という言葉があって…

本当に大きな価値のある、献身的で自己犠牲的な皆さんの勤勉な働きなど、日々感謝できる事を見つけて、思いに留めて感謝する気持ちを持ち続ける事と、また、その感謝の気持ちを、感染を広めないように、外出自粛など自分に出来る事を積極的に精一杯行って、協力

する事によって、その感謝を実際に行動で表す事が、1番の支援となり大切な事だと感じています。

また、どんなささいな事と思える事にも感謝する心を持ち続けるなら、出来ない不満や心配事ばかり考えて毎日を過ごすよりも、ずっと前向きに喜びを保つ事ができて、自分自身もストレスを軽減して幸せになれますので、どんなに困難な状況でも、感謝の気持ちは忘れ

ないようにしたいと思っています！

これからも、ご自分のお身体を大切にしつつ、多くの貴重な命を守り、1人1人の心にも寄り添う事の出来る、素敵なお仕事に誇りをもって、でも、無理はしないようにして頑張ってくださいね！！

心より応援して、一日も早い収束を願っています！！

たくさんの感謝「ありがとう」の気持ちをこめて＼(^o^)／

神奈川 女性 40代

コロナのニュースでばかり注目されがちになってしまっていますが、危険と隣り合わせな現場で人の命と常に向き合っている皆様に尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。いつも社会のため、人々のために尽力して下さりありがとうございます。ニュースの取材やSNSで発

信される現状などはほんのごく一部の情報で、もっと知って欲しいこと、やり切れないことも多いかと思います。医療従事者の皆様の他にも物流や製造業など私たちの暮らしを支えて下さっている方たちが沢山いらっしゃるということ、そういった皆様にも大切な家族や

命があるということを忘れずに感染者とならぬよう過ごすことが自粛する側にとって一番大事なことだと思っています。

神奈川 女性 40代

医療関係者の皆様におかれましては、今回のコロナ禍の折、本当に御苦労されていると感謝しています。国民の多くが自粛を言い渡されて、必死で安全な自宅に引きこもっている間にも、医療の最前線に立って、ご自身やご家族の感染への不安も払拭できないまま、患者

の治療にあたられて、頭が下がる思いです。

直接新型コロナとは関係がなくても、我が家では子供が夜間救急にお世話になったり、伝染性のウイルス皮膚炎になったりと、こんな時期でもきちんと治療していただけたことに、忙しい手を煩わせてしまった申し訳なさと、それでも家族の不安が1つずつ取り除かれた

安堵と感謝の気持ちで一杯です。

神奈川 男性 40代

普段は病気や怪我や検診の時にしかお世話にならないので、余り感謝する機会がありませんでしたが、感染症については、最前線で対応いただいてるのがハッキリと記憶されました。勇気以外の何物でもありません。逃げ出すこともできるはずなのに我が身を危険にさら

して立ち向かうその勇気には感謝しかありません。

感染者を増やさないという微々たることしか出来ずこれを努力とは言えませんが、か細いながら外出自粛や手洗いうがい消毒など、できることはやっていきます。本当にありがとうございます。皆さんのご健康と世界中の安全を心から祈ります。

滋賀 女性 40代

いわれない差別にあって苦しんでいらっしゃる医療関係者の方々がいると聞きました。

実は自分も知らず知らずのうちに加害の方にまわっていたんじゃないかと思う節があり、保身の為とは言え病院関係者の人やパチンコへ行っている人と距離を置いたりしゃべらないでいようと思ったりしていました。

(もし何かあったら…)なんて不安がよぎってしまっていたのです。

恐怖に打ち勝てずこのような対応を選んでしまった事をどうぞお許しください。

大変申し訳ありませんでした。

どうぞお体ご自愛下さい。

早く特効薬やワクチンが出回ります様に…

愛知 女性 40代

医療に携わるかたに家族がある方、頼れる方がいらっしゃない方など様々な方がいて、不安な日々と背中合わせだと思います。中傷的な発言、態度などもありますが、難しいかもしれませんが堂々といてください。

医療関係者の方がいないと助かる命も助かりません。わたしは、3度病にて助けて頂きました。

1度目で助けていただけなかったら19でさようならでした。

感謝しきれません。

過酷な医療現場、家族など犠牲にして全うしていただきありがとうございます。

神奈川 女性 40代
医療従事者の方は世界中が解明できないウイルスと人との戦いに、第一線で立ち向かってくださっているプロ集団です。通常の医療提供ですら大変なのに、プラスアルファでコロナ対応、国の方針が目まぐるしくかわり、人員に限りのあるなか尽力してくださり、本当に

感謝しかありません。無力な私達が唯一できることは、ひとり一人が感染予防に日々過ごすことが最優先だと思っています。医療従事者も私達も同じ人間なのですから限界はあるはずです。どうかお身体に気をつけてください。

滋賀 女性 40代
いつもお世話になりありがとうございます。毎日ご多忙でご自身の心身共に危険な中、ひとりでも多くの命を守るために最善をつくして頂き感謝申し上げます。皆様がいらっしゃるから健康に安心して暮らせております。１日でも早くの収束と日本だけでなく世界中が安

心して暮らせる毎日を取り戻せることを願ってます。今、こうして収まりつつあるのは皆様のおかげです。本当にありがとうございます。皆様とひとりひとりの力で大切な命をどうかひとりでも多く守れますように。

東京 女性 40代
40年以上生きていますが、世界がこんなことになるなんて思いもしませんでした。そんな中、医療従事者の方々の奮闘には感謝しきりです。平時でも大変な職業なのに更にこの状況。命の大切さをとても理解している方々に言っていいことでは無いかも知れませんが、

無理をしないで下さい。頑張り過ぎないでください。自分の命を1番に考えてください。疲れてしまったら、休んでもいいと思います。医療従事者の皆さんが元気なら、救える命も多くなるはずだから。

滋賀 女性 40代
大阪で院内感染した看護師さんに、感染者担当で出勤するよう病院から指示があったという報道がありましたね。ありえないことだけど、皆さん正常な判断ができないくらい追い込まれているのでは…とも思いました。ギリギリの気持ちで踏ん張っていただいている、医

療従事者の皆さんに、どうお声掛けすればいいのか…ただただ収束を願いながら家にじっとしているだけですが、これしか私にできることはありません。信じて待ちます。心より感謝しています。

神奈川 男性 40代

持病があるので、最低でも年に６回はお世話になっています。

私達のようなド素人には解らない、計り知れないほどの苦労や苦悩が積み重なっていると思います。

残念なことに、金銭的、物質的応援が何もできてはいませんが、毎日、救急車のサイレンを耳にするたびにただただお礼と感謝しかありません。

本当に、心から感謝しています。

もう、今すでに無理を重ねていると思います。なので、頑張ってとは言いません。本当に、おつかれさまです。、

東京 女性 40代
毎日命がけで治療看病にあたって頂きありがとうございます。世界で死亡率が低いのは懸命にあなた方のおかげです。医療従事者の方が大変な時に、私は3月から子供とstayhomeし、毎日のほほんと自宅にいるだけで良いのか…と心苦しくなる時があります。ただ、今は

感染しない事が医療従事者の為になる事を信じ大人しくstayhomeします。世の中は少し中だるみしてきてますが、私は引き続き感染しないようにきをつけます。

兵庫 男性 40代

ホンマにご苦労様です。

私は、コールセンターに従事してるんですが、医療にかかわる方はホンマに辛い思います。気合いと根性と、使命感など、やらなアカン??

でも、ご自身が一番大事です??

逃げる勇気も、必要やと思います。

でも、勇気ある皆様方へ、貴方が一番大事です。頑張ってくださいとはいいません。出来るからことだけでいいです。あなたのまわりを悲しませないように願います。もう、十分やってるんですから

滋賀 女性 40代

実は医療従事者です。

コロナ対応病院ではないですが、対策等大変です。他の業種のようにテレワークなどできないので通常通り勤務しています。対応病院にお勤めの皆様は大変苦労なさって我々には計り知れないと思います。こういっては角が立つかもですが、ご自分の健康あって勤務な

さってください。医療従事者は自分をかえりみない方が多いのでお願いします。あなたを必要とされている患者さんのために健康でいてください。

兵庫 女性 40代

感染のリスクを負いながら、家族にも会えず、自分とは全く無関係の、しかもこれだけ注意喚起している中、自分が罹らなければいい、などと言って外出、罹ってしまったような患者さんに対しても、献身的に看護、治療にあたっている皆さまには、本当に感謝しかあり

ません。

無力ですが、せめて自分が罹らないよう、十分気をつけて、免疫力を落とさないよう、体力維持にも努めたいです。

ありがとうございます。
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東京 女性 40代

保育園などで医療関係者と聞くと登園を渋られたりするという話を聞いて悲しくなった。まだ特効薬もない病気に自分も感染する危険と隣合わせ。並みならぬ覚悟で前線に立ってくれているんだろう。自分なら怖くてやめてしまうかもしれない。そんな中に従事してくだ

さる方々には感謝の念しかない。

自分は咳喘息もちだが、症状が出ても病院があいているという安心感で落ち着いていられる。本当に感謝しています。

神奈川 男性 40代

感染のリスクがあるにも関わらず患者を受け入れ、治療に全力を尽くして頂いていることに敬意を表します。

日本の病院も他国と同様に逼迫してきているとニュース等で聞いています。私達に今出来ることは、感染を拡大させないこと。この瞬間も最前線でこのウイルスと戦っている人達がいることを忘れてはならないと思います。

少しでも早く事態が終息し医療関係者の方々にも日常が戻ることを祈っております。

滋賀 女性 40代

今は大変だと思います。皆様に、ご負担かけないように、健康管理をして自粛し、自分の行動で、医療従事者の皆様に迷惑がかからないようにしたいです。

病院が、機能しているということで日々の生活が安心して過ごせているのだと、当たり前のことのように思っていたことが、当たり前ではないと痛感しております。

お身体大切に、頑張ってください。

いつも、ありがとうございます。

大阪 女性 40代

私の曽祖父はスペイン風邪で30代半ばで亡くなりました。私は、その怖さ･残された家族の苦労を小さい頃から聞かされて育ちました。

医療関係者に対する偏見などの報道をみますと、情けなく申し訳ない思いでいっぱいです。

私たちが生活できているのも、最前線で命がけで職務をこなされている方々、またそれを支えてくださっているご家族のおかげだと、心から感謝しております。

山口 女性 40代

いつもありがとうございます。

QOLを優先した治療、丁寧な薬の説明、生活面への気遣いなど細かなケアに心から感謝しています。

今、全ての科の先生、看護師さん、薬剤師さん、受付や清掃スタッフ、介護関係者など全ての方が、これまでとは違う緊張感の中でお仕事をしておられると思います。

中々難しいと思いますが、ご自身の健康を第一に気遣い、乗りきってください。

滋賀 女性 40代
日々、コロナウィルスのリスクに立ち向かわれてる皆様には、頭が下がるばかりです。本当にありがとうございます。「stayhome」確かに辛いですが、「戦場」で働いてる皆さんのことを思うと、「stayhome」できることがありがたいことと思えます。今日もまた奮闘

されていることと思います。どうかこれからのみなさんのご健康、そして幸多いことを祈ります。

神奈川 女性 40代
医療者、そのご家族の皆様が前線に立っておられることを知り胸がつまる思いです。ある内科医師が「自分が罹患しないように祈るな、１人でも助かることを！」と家族に話していたことを知り、それが医療者の総意だと感じました。ただただありがとうの言葉しか出ま

せん。私達もまず自己責任を持つこと。それでしかお返しできません。１日も皆様に心休まる日を！

大阪 女性 40代
今は少し感染者も減ってきてはいますが、それでも感染発生時や今もなお感染のリスクのある中で日々お仕事していただけることに感謝いたします。いつ感染するかわからない不安と恐怖の中で医療従事者の皆様が働いてくださることで感染者も減ってきましたし、コロ

ナ以外の病気をもつ私も診ていただけることで不安要素が減りました。ありがとうございます。

神奈川 男性 40代

毎日、大変ななかありがとうございます。

お医者様、看護士の皆様、検査技師の皆様のお力のお陰で日本が支えられていると痛感します。

私などは皆様に何もすることは出来ませんが、僅かなりとも余計な手間をとらせない為にも衛生管理に気を付けて終息まで頑張りたいと思います。

皆様におかれましては、難しいとは思いますが、どうぞ御自愛下さい。

兵庫 男性 40代
IT業界の者ですが、製薬会社のシステム運用に長年携わっており、会社もメディカルサポート部門があるなど、医療は身近な存在です。エボラ出血熱で国境なき医師団の方々が献身的な医療を施していたのが強く記憶に残っていますが、今はそれ以上の事態だと思いま

す。今の日本を支えているのは紛れもなく医療従事者の皆様ですので、どうかご自愛下さい。

神奈川 男性 40代

一番大変な現場の最前線で踏ん張ってくれてありがとうございます。

私の母親も看護師で家族として正直心配ですが、今ところ元気で帰って来てくれてほっとしています。

自身も持病持ちで定期的に病院へ通っているので医療機関が崩壊したらどうしたら良いかわかりません。

気をつけてというのが難しいですが、とにかくありがとうございます。

兵庫 女性 40代
私も医療職ですが、感染の患者さんが入院になる可能性は高くなく、リスクが低い職場です。最前線で感染者の治療に携わっている方々には、頭が下がる思いです。出口の見えない戦いですが、感染対策は万全に、でも気持ちの切り替えとリフレッシュもしてください。

人員不足で休息も十分に取れない日々だと思います。せめてものエールを送ります。

神奈川 女性 40代

私たちがコロナを恐怖に感じている時、近くで戦ってくださっている皆様には心より感謝しております。

私どもが協力出来ることは唯一感染しない様に細心の注意を払う事のみです

1日でも早くこの悪夢の様な騒動が終息するよう心より願うと共に、医療に携わる全ての方が体を休められる日が少しでも早く訪れますようお祈り申し上げます。

滋賀 男性 40代
新型コロナウィルスに自身が感染するかもしれない、誰かにさせるかもしれない、医療の最前線にいる方々がどれほど神経をすり減らしながら業務を続けてくれているかと思うとただただ頭が下がります。私達が今感染を広げないためにはどうすればよいのか、皆が真摯

にそこに向き合い、医療従事者の負担が少しでも減ることを心から願います。

兵庫 女性 40代

医療は医師や看護師、技師、経理、調達、その他沢山の業種の方の総力で成り立っています。どこが欠けても成り立ちません。

全ての医療に関係する方に、このアンケートを通じて感謝とエールを送ります。

分野は異なりますが、私も現場で働く者。苦労や喜びを少しは想像できます。応援しています。私もできることをがんばります。

兵庫 女性 40代

本当に大変な中、私達の為に働いて頂いて感謝しかありません。

私の娘も、今、薬大の5年生で将来薬剤師になる為に一生懸命勉強をしていますが、学校は勿論、病院への研修へも行けずどうなってしまうのかと困惑しております。

私達一人一人がうつされない、うつさない様に気を付けたいと思います。ですので、頑張って下さいね。

大阪 女性 40代

ご自身も未知のウイルスに対して不安や恐怖があると思いますが、収束に向けて立ち向かってくださることで私たちもこのように不自由ながらも生活ができているのだと思います。

ありがとうございます。

立場や置かれている環境は全く違いますが、私たちも先ず自分と家族の健康を守るために出来ることを続けていきます。

大阪 女性 40代

日本の医療はとても信頼しています。その背景に皆様の普段からのご苦労があることを改めて認識しました。

他国では医療崩壊も起きているなか、みなさんの努力で日本は救われています。

無知な私は、外出自粛と娘達の健康を守ることしか出来ません。

皆様への感謝を忘れず出来ることをしていきたいと思います。

神奈川 男性 40代
世の中には必死という言葉がありま、いろいろなことを必死で頑張っている人がいます。しかし、今の医療従事者の方は、本当に死んでしまうかもしれないなか必死で頑張っている人がいます。自分はこのコロナに何も役に立てず忸怩たる思いです。必死な医療従事者の

方にやすらぎが与えられるなら協力をしたいところです。

兵庫 女性 40代
感染リスク、人員不足、物資不足等で大変な中、いつも有難うございます。私も現在、鍼灸整骨院で働いているのですが、普段通っている病院の外来を受診できなくなった方々が大勢お見えになって毎日時間ギリギリまでバタバタと仕事をしています。多忙な日々はまだ

続きそうですが、患者様のために頑張りましょう！

神奈川 女性 40代

花粉症なので、毎年お世話になっています。

また、子どもがいるため、同じ立場の医療従事者の方たちは、家庭と職場の両方でかなりの負担を強いられているのではないかと、想像しています。

コロナウイルスによる重症の方、入院される方が少しで良くなり、現場の負担が軽くなるようお祈りしています。

兵庫 女性 40代

最前線でコロナウィルスと戦って頂き本当にありがとうございます。

まだまだ大変な状況ではありますが、頑張ってください。

私もコロナウィルス対策をしっかりし、コロナウィルス感染症にならないように頑張ります。

皆様お身体を壊さないように。

頑張ってください。

ありがとうございます。

兵庫 男性 40代

新型コロナウイルスに対して国がまともな対応もしていない段階で命をかけて仕事をされてることに感服いたします。

報道などで医療従事者に対して心無いような事を言う人間もいるようですが応援している人がほとんどです。

御本人、御家族の方大変だと思いますが無理をせずご自愛ください。

大阪 女性 40代

日々コロナに感染するかもしれないという恐怖と闘いながら、患者さんの為に必死で頑張っていらっしゃる姿に、頭が下がります。

皆様のご努力を無駄にしないよう、私ができることは日頃からの感染予防だと思います。

１日も早く皆様が安心して働ける時が来ることを、心よりお祈りいたします。

兵庫 女性 40代

感染リスクが高い中体調の悪い方のケアを本当に良くしてくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

知識があまりない分、私たち個人が感染しないような努力をもっとしなけばならないと痛感しております。

長丁場の闘いでお疲れもピークかと思います。

心と体のケア気をつけてください。

兵庫 女性 40代
日頃から医療従事者の方々には、本当に感謝です。今回は、それにも増して、最前線で頑張って下さっている、本当にどう、お伝えしたらいいかわからないくらい感謝しています。

誹謗中傷なんて、あってはいけないと思っています。辛いこともたくさんあるでしょうが、負けないで下さい。

北海道 女性 40代
つたない文章や文字ではありますが、医療者、関係者からの日々の支えがあって、私達は元気で居られる事を再確認したこの頃です。ありがとうございます。

医療者関係者の方々も、ご自身やご家族への感染の心配があると思いますが、（感染など）何も起こらない事を、願っています。

滋賀 女性 40代
最前線で日々私たちの命を守っていただいてる皆さま、本当に感謝しています。長時間勤務、医療物資の不足など本当にご苦労されていると思います。ストレスや疲労もたまりますよね。１日でも早く元の日常に戻れるように私たちもできることから協力しますのでよろ

しくお願いします。

兵庫 女性 40代
ご自身の健康や命をかけて医療に従事してくださる方々に心から感謝いたします。医療崩壊にならないためには、私達が日頃からしっかり予防対策を行い、自粛することで、これ以上感染を拡大させないことと肝に銘じております。それが何より今自分達にできることと

認識しています。

滋賀 女性 40代

大変な状況の中働いてくださりありがとうございます。

何か手伝える事がないのかと思うのですが、

私に出来る事は出掛けない事、むやみに病院に行かない事くらいしか思い浮かびません。

本当にありがとうございます。

ありがとうしか言えない事がもどかしいです。

大阪 女性 40代
微力ではありますが、医療に携わる仕事をさせて頂いています。ほんとに、24時間体制でご尽力頂いている、Nsの皆様、Drの皆様、お疲れ様でございます。力は及びませんが、薬を扱う側から、お支え致します。長い道のりになるかと思います。共に闘って参りましょ

う。

神奈川 女性 40代

普通に生活していてもコロナに感染する不安が大きいのに、医療従事者の皆様は危険や不安の中で働いていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございます。

私は難病を持っているので病院や薬局・薬が無いと、生きていけません。くれぐれもご自愛下さい。

滋賀 女性 40代
毎日、患者さんと向き合い頑張って治療、看病して下さっている医療従事者様には、心から感謝しています。感染者数は少なくなってきていますが、病院のお世話にならなくていいよう、私の出来ることはこれからも頑張っていこうと思います。本当にありがとうござい

ます。

東京 女性 40代
毎日、気を張ってお仕事されていると思います。ご自宅でも、ご家族との接触を気にされ、ホッとできるときも限られていると思います。

患者さんも、患者さんのご家族も心から感謝しています。どうか、ご自身を守ることを最優先に、お仕事していただければと思います。

兵庫 女性 40代
日々過酷な中、国民の為、患者さんへの対応に心から感謝致してます。緊張中ではお身体もお疲れだと思います。皆様のお仕事、ご対応が人類を守ってくださってる事は私達国民、世界中の人々が感謝を忘れずに力となってます。ありがとうございます。ご自愛くださ

い。

神奈川 女性 40代
平時より感謝でいっぱいですが、このような事態になり、感謝はもとより無力な自分が申し訳ないです。学童保育で働いているので、医療従事者のお子さまをお預かりし、安心してお仕事して頂く事が私に出来るささやかなお手伝いです。

本当にありがとうございます

滋賀 女性 40代 皆様のおかげで沢山の命が助けられています。毎日毎日、私達が想像もつかない程の大変な思い、過酷な状況が続いているかと思いますが、私達一人一人が感染しないよう気をつけ、医療者様の負担が減るよう努力します。事態が落ち着くまで、宜しくお願い致します。

大阪 男性 40代 ご自身や、ご自身にとって大切なご家族もいらっしゃるのに、目の前の患者と向き合って下さってありがとうございます！きっと投げ出す事もできるでしょうけど、投げ出さずに従事して下さっているお陰で、みんな助かっています。本当にありがとうございます！

長崎 男性 40代 日々の医療への取り組みありがとうございます。医療をサービス業と勘違いしている多くの人々がいる中、献身的なご対応を行って頂いている医療関係者の皆さまには頭の下がる思いです。どうぞ御自愛頂き、今後とも医療発展へのご尽力宜しくお願い致します。

滋賀 男性 40代 感染リスクのある中、使命感を持って、取り組んでいる皆さまに対し、言葉では言い尽くせないほどの感謝の念と、無事に業務を進められるよう祈念します。差別的な事をいう人間もいるかもしれませんが、そんな人間はごく一部で、大半は皆さんの味方です。

滋賀 女性 40代 本当に感謝しています。今、この瞬間もお仕事して下さっている事がどれだけ有難いことか、日々子供にも話しております。感染の不安とも戦っておられる事と思いますが、どうか今の状況を無事に乗り越えられますよう祈っております。どうぞ御自愛下さい。

滋賀 女性 40代 自分の命の危険を伴いながら医療の従事に関わって頂いてありがとうございます。あなた方のお陰で生きた命がたくさんあることを全国民が感謝するべきだと思います。ありがとうございます。そして、今後とも日本を支えてくださいますようお願い致します。

神奈川 男性 40代

感染リスクにさらされながら使命感で仕事をしているすべての医療関係者に

「ありがとう」

どうしても無理をしてしまいがちだと思いますが。絶対に無理をしないように??あなたたちが倒れたら希望がなくなります

真のヒーローを全力で応援します

北海道 女性 40代
感染リスクもある中、最前線でコロナと闘ってくれている医療従事者の方達には感謝しきれないです。

1部の人からのいわれのない誹謗中傷もあると思いますが感謝と敬意を持っている人の方が多いはずです。正しい事をされているので負けないで下さい。

神奈川 男性 40代
コロナ対応で日々厳しい状況が続く中、真摯に対応してくださる姿勢に心から感謝しております。

皆さまのご尽力が報われる日はきっとくるので、私も皆さまのご無事を願いながらStayHomeや罹患防止の取り組みに協力していきたいと思います。

兵庫 女性 40代

ご自身の生活を犠牲にしてコロナと戦っている方々、あなたは私たちの誇りです。

能力も勇気もない私たちは、自粛生活くらいでしか、協力出来なくて申し訳ないです。

どうかこの難局をしのぎきれますように。

どうかご無事であられますように。

大阪 女性 40代
最前線で国民の為に働いて下さりありがとうございます。感謝しかありません。

私に出来る事は、必要最小限の外出のみで自粛する事しかできません。それでも、医療従事者の方々の負担にならないようにこれからも自粛をしていくつもりです。

滋賀 女性 40代

医療従事者の皆さん

本当にありがとうございます。

コロナだけでは無くあらゆる病気、患者との関わり、常に緊迫感のなかにいらっしゃることでしょう。

お身体に気をつけて頑張ってください。

健康でいられるように私達家族も頑張ります。

神奈川 女性 40代
危険と隣り合わせで不安の中、皆様のご活躍に大変感謝しております。皆様の負担にならぬよう、私個人でできることは病にかからないこと。これを心がけ日々を過ごしてまいります。

まだまだ先は不透明ではありますが、どうぞご自愛ください。

大阪 女性 40代

いつもありがとうございます。

なにもできなくて無力感を感じますが、みなさまのおかげでもしものときの安心や、心強さを感じられます。

どうかお気をつけて、本当にいつもお世話になります。

これからも、よろしくお願いいたします。

神奈川 男性 40代 コロナウイルスとの連日の格闘、本当にありがとうございます。頑張ってくださいとは言えません。もう、多大な労力を惜しみなく発揮されていますから。全世界の人々があなたの味方であることをお伝えしたいです。ありがとうございます。

東京 女性 40代 どの診療科においても最前線で戦っていただいて、本当に頭があがりません。この騒動で、自分自身の健康について、いま一度考えるいい機会になりました。あたり前だと思っていた「医療」が実はあたり前ではないことを実感しています。

滋賀 女性 40代 ﾜｸﾁﾝ、特効薬がなく、また医療に必要な物も不足していて危険、不安な中、本当にありがとうございま感謝しかありません。これから暑くなってきて、しんどくなるけど体調に気をつけてお仕事がんばって下さい。
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Q5医療者への感謝の気持ち

兵庫 女性 40代 私たちのために命懸けで、責任感と覚悟を持ってお仕事をしていただいていると思います。ご家族がおありの方は、さらに気に遣うことも多々あろうかとお察しします。どうか皆さんと大切な方たちが、心身ともに健康でありますように。

大阪 女性 40代 感染リスクを覚悟して診て下さっていることに感謝するとともに尊敬しております。医師や看護師の方々だけでなく、医療事務の方や警備員の方、他にも同じリスクを背負ってらっしゃるたくさんの方にありがとうと伝えたいです。

兵庫 女性 40代

感染するかも知れない中、一生懸命、命と向き合い感謝しかありません。

悲しいことに、一部中傷されるとんでもない方がいますが、その他の人は皆さんに感謝してます。

どうか自身の体も守りながら、頑張って下さい。

神奈川 女性 40代

感謝しかないです(>_<)

自己管理を頑張って、なるべく病院にかからずに済むように、お手をわずらわせないようにと心がけています。

日頃から感謝してますが、今回はもっとです。

本当にありがとうございます?

神奈川 男性 40代 わたしは在宅勤務になったため、通勤もなく、感染リスクを抑えることが出来ていますが、医療関係者の方々は、休めず対応していただいて大変感謝しております。まだまだ続くと思いますので、無理しすぎないでください

滋賀 女性 40代

毎日ハードワークが続いて疲弊している方も多いのではないでしょうか。

本当にありがたいと思っています。

まずはこの状況が少しでも早く落ち着き、みなさんと共に日常を過ごせる日が来ることを願っています。

神奈川 女性 40代
日々のお仕事に加えて、コロナの感染リスクも背負っての毎日となってますが、変わらぬ対応を続けていただき本当に感謝しかありません。

皆さんの負担が少しでも増えぬよう、日々の気を付けたいと思います。

神奈川 女性 40代

精神的にも体力的にも

特に今は大変かと思いますが、

皆様のおかげで助かってる人がたくさんいると思います。

少しでも早く収束するよう、自粛生活がんばります。

お体に気をつけて、頑張ってください。

神奈川 女性 40代 感染リスクと隣り合わせでコロナと戦ってくれている医療従事者のみなさんに、心より尊敬と感謝をしています。語彙が少なくこれ以上の表現ができないことが悔やまれます。本当に本当にありがとうございます。

神奈川 女性 40代

自分の身と引き換えに大勢の患者さんへの看護ありがとうございます。

私に今できることをして、皆さんの負担を少しでも減らせればと思います。

まだまだ大変な時期が続きますが無理せず看護お願いします。

東京 男性 40代 医療関係者は非常に大変な状況にあると思います。ですが、まさか報酬は普通の額ってことは無いですよね。医療関係者の報酬が、少なくとも倍増するくらいのことがありますよう、心から祈っております。

滋賀 女性 40代
在り来りにはなりますが、最前線で命を守る為に日々戦ってくださりありがとうございます。早くコロナが終息しますように。応援する事くらいしかできませんが…十分にお身体お大事に…

応援してます。

大阪 男性 40代 先日PCR検査を受けましたが、完全防護で暑いなか、とても丁寧な対応と説明に感謝の気持ちしかありません。自らの危険を理解しながら最前線で患者に心を尽くしていただいてありがとうございました。

兵庫 女性 40代
先の見えない戦いの中、患者さんに献身的に向き合って下さってありがとうございます。

少しでも早く皆さんの負担が軽くなるよう、自分や家族が感染しないためにできる限りのことをしていきます。

滋賀 女性 40代 日頃より、自分や家族が御世話になっていてありがたいと思っています。今回のコロナの件で自らの生命をかけ、身体を張って現場で頑張って医療を支えてくれていることに感謝感謝感謝しています。

東京 男性 40代 未知の感染症と言う、政治が先導してくれず物資も不足し、自らも危険にさらされた最も難しい局面の中で、今出来る最善の事で人の命を守る姿には、心を打たれます。感謝してもしきれませんし。

大分 男性 40代
COVID-19の治験に携わる方々、治療に真正面から向かっている方々に敬意を表します。

私も医療資格を持っていますが、会社員で副業出来ないためもどかしい気持ちでいっぱいです。

大分 男性 40代 テレビなどのマスコミは不安を煽り、懸命に命を守ろうとしている医療者の負担を減らすどころか増やしてしまっている中、最大限の努力をしてくださっていることにこころより感謝します。

神奈川 女性 40代 命をかけて仕事に取り組んでいらっしゃることに感謝しております。その取り組みに対して我々が出来ることは、まずはコロナウイルスに掛からないようにすること、だと思っております。

大阪 女性 40代
自らの危険をかえりみず、命を守ることだけを考えて突き進んでくださる姿には、感謝の言葉しかありません。

くれぐれも体調にお気をつけてください。本当にありがとうございます。

北海道 男性 40代 薬局で働く薬剤師は様々な診療科の患者と接しているため、大変な心労があります。これからの季節は暑い中マスクをして働くことになるでしょうから、熱中症に気を付けながら頑張って

滋賀 女性 40代 いつ、感染するかわからない苛酷な状況下、恐怖と、孤独の中でも闘い続け、多くの人を救おうと奮闘し続ける方々へ、あなたのおかげで救われる命があります。ありがとうございます。

兵庫 男性 40代 感謝しかありません、本当にありがとうございます。全ての日本人がこの気持ちを持って、医療者の皆さんが心身共に働き易い環境である為に偏見な対応はするべきでは無いと願います。

神奈川 女性 40代
私は介護職、私の家族は医療職や医療従事者です。友人'知人にも同様の職が多いです。

お互い、まだまだ大変なこと、辛いこともあると思いますが、支えあってのりきりましょう！

兵庫 女性 40代

医療に携わる方々へ

非常時で混乱のなか、皆さんお一人お一人の倫理観で頑張っておられるのだと思います。

心からありがとうございます。

どうか体調を崩されませんように。

滋賀 女性 40代 日々、新型コロナウイルスの関係で対応していただき、ありがとうございます。日常生活を送るだけでも大変なこの時期、医療現場の方のご苦労は計り知れないと感じております。

埼玉 女性 40代 いつ自分が罹患するか分からない危険性や不安な気持ち、そして一部の人の心無い言葉に耐えながら従事くださり本当にありがとうございます。皆さんには感謝しかありません。

東京 女性 40代
いつも定期的に通院してる病院の先生など、またコロナ感染拡大で今までにない

感染者患者などを請け負い最善を尽くして頂いてる医療者のみなさまに感謝申し上げます。

兵庫 女性 40代
自分達にも感染リスクがある中、いつも以上に忙しく、働いてくださって、ありがとうございます。

感染しないように、気をつけて、無理し過ぎないようにしてください。

滋賀 女性 40代 毎日、毎日大変な思いで働いて頂きありがとうこざいます。あなたたちのお陰で私たちは今、生きています。本当に感謝しています。これからも、よろしくお願いします。

兵庫 女性 40代
最前線で働く医療従事者の皆様、大変な中、本当にありがとうございます。

微々たるものですが、不用意な行動を慎み人に感染させない努力を頑張りたいと思います。

滋賀 男性 40代 本当にこの大変な中、医療従事者の方には感謝しております。私みたいな素人が簡単に発言できる立場ではありませんが感謝しかありません。お身体に気を付けて下さい。

兵庫 女性 40代 ご自身もご家族がいらっしゃり大変な中、普段通りの親切で丁寧な対応をいただき、非常にありがたいです。せめて心からの感謝を伝えさせていただければと存じます。

神奈川 男性 40代 コロナウイルスの感染の恐れがあるにも関わらず、最前線で、必死に医療に当たられている方々には、ただひたすらに感謝しかありません。ありがとうございます。

滋賀 男性 40代
危険を顧みず、患者さんの為に、従事されている姿に頭が下がります。

一部の非常識な心無い差別に負けることなく、困ってる人を助けてあげて欲しいと思います。

神奈川 女性 40代

目に見えないウィルスと戦っていただいて有り難うございます。

専門的なお仕事なのでただただ尊敬しています。

皆さんが早く休息できますよう祈っています。

兵庫 男性 40代 我々は感染から逃げることしかできないなか、感染リスクを負いながら命に向き合われていることを強く認識させてもらいました。ひとえに感謝しかありません。

神奈川 男性 40代 大変かつ過酷な環境の中奮闘される医療者の皆様には頭が下がる思いです。一刻も早くコロナが収束して、通常の医療体制に戻れることを心より願っております。

東京 男性 40代 母がリハビリ病院に入院しています。面会に行けないのですが、ケアをしていただいているみなさんのおかげで母も安心して暮らせていることに感謝します。

神奈川 女性 40代 日々本当にありがとうございます。少しでも助けになればと、県が呼びかけている体温計寄付に協力させていただきました。ご自身を第一になさってください。

滋賀 女性 40代 私の周りには幸い新型コロナ感染者はいないが、それはみなさんが日々ご尽力いただいているからこそかもしれない。こちらも手洗いを怠らないようにしたい。

兵庫 女性 40代 テレワークなどもできない職種だし、本当に毎日大変だと思いますが、本当に志高く仕事しておられる方ばかりなのだと思います。お仕事頑張ってください。

北海道 女性 40代 常日頃、お世話になっていますが、今は特にコロナの危険とも背中合わせの中、通常の診療をしてくださってとても感謝しています。ありがとうございます。

神奈川 女性 40代 医療者です。不要不急の外出者で報道は騒いでますが、実際にはたくさんの方が協力してくださってるのは理解しているつもりです。御礼申し上げます。

愛知 男性 40代
心身ともに休めない日々が続いているかと思いますが、ご自身の体調を第一に考えていただければと思います。

それが解決への近道と思いますので。

滋賀 男性 40代
危険と隣合わせで使命感を持って従事してもらい感謝してます。

なるべく負担とならないように手洗いうがいを行い感染予防に心がけて過ごします。

兵庫 女性 40代
感染の危険が高い中たくさんの人を救ってくれてありがとうございます。

日々最前線で戦ってくださる皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです??

東京 男性 40代

世界中が危惧しているなかでの医療に携わる方々への感謝ははかりしれません。

感謝しかないです。

皆さんが罹患されないことを祈ってます。

埼玉 女性 40代
ありがとうございます。

しか言えません。

神奈川 男性 40代

激務かつリスクの高いなか、お仕事大変お疲れ様です。

みなさんのお陰で、コロナに限らず、健康な生活ができています。

感謝いたします。

神奈川 女性 40代 Thankyouveryverymuchforalltheeffortduringthisperiod!

北海道 男性 40代 コロナの感染リスクを抱えながらお仕事して頂きありがとうございます。持病で病院に通院する度に思います。本当にありがとうございます??

滋賀 男性 40代 コロナで大変な時に足を怪我してしまい、そんな中でも皆さんが優しい言葉をかけてくださり、とても助かりました。ありがとうございました。

熊本 男性 40代

いつも有難う御座います。

困ったときだけ頼っていたな。

と、反省しながらも、感謝を感じてます。

これからも、宜しくお願いします。

兵庫 女性 40代 感染のリスクもかえりみず懸命に治療に当たって下さりありがとうございます。少しでも負担をなくす様STAYHOMEしたいと思います

大阪 女性 40代 自分たちの生活を犠牲にして、また危険を感じつつも医療に取り組んでくださっている方も多いと思います。本当に感謝しかないです。

神奈川 女性 40代
先日、歯列矯正のために歯科に行きました。

歯科は感染リスクが高いのに、いつもの笑顔で対応してくださって、心が温まりました。

滋賀 女性 40代
ご自分の健康などの心配もあるなか、医療に携わって頂いている皆様に敬意を表します。

くれぐれもお身体に気をつけてください。

埼玉 女性 40代

本当に頭が下がります。

自分に出来る事をして、ご迷惑をおかけしないよう、日々気を付けて参ります。

ありがとうございます！

千葉 女性 40代
自身が感染するかもしれない状況下で、

患者と向き合い、寄り添って頂いている全ての医療従事者の皆さまに、感謝申し上げます。

大阪 男性 40代 ご自身やご家族の感染リスクもある中で、昼夜を問わず感染症に立ち向かっておられることに、感謝するとともに尊敬いたします。

滋賀 男性 40代 毎日ご苦労様です。目に見えない相手(コロナウイルス)と戦うのは大変だと思います。本当に感謝しています。ありがとう

神奈川 女性 40代 薬疹があるので薬剤師さんにいつも守っていただき安心して治療できています。皆様もこの禍を無事に乗り越えられますよう！

神奈川 女性 40代
自らの危険性をかえりみず身体をはって働いて下さって本当にありがとうございます。

体調気をつけて頑張って下さい。

埼玉 男性 40代
我々が普段通り生活できているのは皆さんのお掛けです。本当にありがとうございます。

体調に気をつけてくださいね。

兵庫 女性 40代
コロナ患者に真正面から立ち向かい救われた命が大多数います。

お医者様、看護師の方には心から御礼申し上げます。

北海道 男性 40代
最前線で我々を守っていただき、感謝しかないです。

少しでも何かの役に立ちたいと思っていますし、応援しています。

滋賀 女性 40代 ・オンライン診療や電話での処方箋受付等を実施している総合病院や開業医があって患者にとってはありがたいと思う。

滋賀 女性 40代 感染のリスクのある中、日々、わたしたちのために働いてくださり、ありがとうございます。本当に尊敬します。

滋賀 女性 40代 医療を支えて下さってる方々のおかげで、社会は成り立っているのだと思います。本当にありがとうございます。

神奈川 女性 40代 毎日病院に来てる人のために日々戦って頂いてるからこそ安心して毎日を送っています。皆さんも頑張って下さい

滋賀 男性 40代 自らの感染リスクとプレッシャーのなか、業務に携われている姿には頭が下がります。ありがとうございます。

東京 男性 40代
患者の為ありがとうございます。

自信のお身体にも気を付けてこれからも医療活動宜しくお願い致します。

神奈川 男性 40代 感染のリスクと減らない患者に心も体も疲れていると思います。休むときにはしっかり休んで下さい。

神奈川 女性 40代 最前線で対応されている方々には本当に感謝しております。みなさまのご無事をお祈りしております。

滋賀 男性 40代 自分も感染するかも知れないリスクがあるにも関わらず感染患者に対応して頂き頭が下がる思いです。

愛知 女性 40代 今平穏に生活出来てるのは、医療従事者の方々が頑張ってくださってるからと心より感謝しています。

埼玉 女性 40代 医療関係者の皆様、ハイリスクにも関わらず、医療活動を継続していただきありがとうございます。

滋賀 男性 40代
最前線での活動ありがとうございます

全員で火消し活動をしなくてはならないと痛感しております

大阪 女性 40代 毎日気をはって大変な思いをされていると思います。明けない夜はないと信じて頑張りましょう！

東京 男性 40代 医療者はもちろんのこと、医療者を支える様々な周辺産業の方々も本当にありがとうございます。

神奈川 男性 40代 ご自分のリスクは我々素人より充分理解、把握されていると思います。ありがとうございます。

神奈川 女性 40代 普段から大変な仕事であるのに、コロナの影響で、感染予防に神経をついやしたりりほんのと

東京 女性 40代 医療人としてのご使命で今回の逼迫した状況の前線に立たれていること、ただただ感謝です。

大阪 女性 40代
プロとはいえ、感染の恐怖との闘いは想像もつきません。

本当にありがとうございます。
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Q5医療者への感謝の気持ち

滋賀 男性 40代 簡単な言葉では言い表せられません。ただただ、『ありがとう』その気持ちでいっぱいです。

神奈川 女性 40代 自宅にいることしかできませんが、医療を現場で支えてくれている皆さんに感謝しています

徳島 女性 40代 私たちよりも明らかにリスクの高い中、診察に当たっていただきありがとうございます。

神奈川 男性 40代 医療関係者のみなさんのおかげで私たちの命が守られています。どうかご自愛ください。

滋賀 女性 40代 ご自分もいつ感染してもおかしくない状況で従事していただき、感謝しかありません。

滋賀 男性 40代
無理解者からの心無い言葉へのスルースキルを身に着けてください。

ご自身の為に。

神奈川 女性 40代 感染するリスクが高い中、また、休みなく仕事を続けていただきありがとうございます

兵庫 女性 40代 この大変な状況の中、危険をかえりみず医療に携わって頂きありがとうございます。

兵庫 女性 40代
ほんとうに。お疲れ様です。

皆さまも。お身体ご自愛ください。

神奈川 男性 40代 危険と隣り合わせの状況で命を守る仕事をしている皆さんには、感謝しかない

大阪 女性 40代 御自身方の健康にも気をつけていただいて、無理のないようになさって下さい

滋賀 男性 40代
皆が敬い想いやる世界になりますように。

心からありがとうございます。

神奈川 男性 40代 みなさまの患者さんが、みな、健康な生活に戻れることを祈っています。

東京 男性 40代 ありがとうございます??ご迷惑おかけしないよう巣籠もり続けます、

兵庫 男性 40代 この大変な状況での医療従事は大変だと思います。がんばってください。

東京 女性 40代
お世話にならないように待機しています。

ありがとうございます。

兵庫 女性 40代 観戦リスクもあるのに人のために助けてくれてありがとうございます

滋賀 女性 40代
命の最後の砦、医療に携わる皆さま。

日々、感謝しています。

神奈川 男性 40代
ありがとうございます。

私は感謝を伝えることしかできません。

神奈川 男性 40代 薬手帳が電子化されたすかりました。ありがとうございました。

滋賀 女性 40代
感謝の一言しかありません。

本当にありがとうございます。

滋賀 男性 40代
皆様のおかげで助かった方が

たくさんいます。ありがとう。

滋賀 女性 40代 いつも優しく診てくださり、本当にありがとうございます。

兵庫 男性 40代 心より応援しております。お健康及びご健闘お祈りします。

滋賀 女性 40代 今コロナで、なかなか病院いけないから～こわまってます。

千葉 男性 40代 大変な状況の中で尽力を尽くして頂いて感謝いたします。

神奈川 男性 40代 私たちの健康を守って頂きありがとうございます。

滋賀 男性 40代 私達の為に頑張ってくれてありがとうございます。

神奈川 男性 40代 命懸けで従事していただきありがとうございます。

東京 男性 40代 いつも丁寧な対応をしていただき感謝しています

兵庫 男性 40代 非常に助かります。これからも頑張って下さい。

大阪 女性 40代 いつも私たちのためにありがとうございます。

滋賀 女性 40代 ありがとうございます。それしか言えません。

大阪 男性 40代 過酷な状況の中、ありがとうございます??

神奈川 男性 40代 自分が感染するリスクの中、お疲れ様です。

兵庫 女性 40代 コロナで大変な中ありがとうございます。

滋賀 女性 40代 どうかご自身の健康第一でお願いします。

滋賀 女性 40代 コロナで大変ですが、頑張ってください。

神奈川 女性 40代 心ないネガティブニュースに負けないで！

神奈川 女性 40代
心から感謝しています。

ありがとう。

滋賀 女性 40代 いつも本当にありがとうございます。

滋賀 女性 40代 お疲れ様です。ありがとうございます。

神奈川 男性 40代 自身の健康を最優先に頑張ってほしい。

兵庫 女性 40代 いつも本当にありがとうございます。

神奈川 女性 40代 感謝しています。応援しています。

滋賀 女性 40代 ありがとうございます!!!!!

兵庫 男性 40代 いつも、ありがとうございます。

兵庫 女性 40代 本当にありがとうございます。

滋賀 女性 40代 ありがとうございます??

神奈川 男性 40代 ありがとうございます。

滋賀 女性 40代 本当にありがとう??

滋賀 男性 40代 毎日お疲れさまです。

神奈川 男性 40代 ただただ感謝です。

兵庫 男性 40代 非常にありがたい

滋賀 男性 40代 ありがとう?

滋賀 女性 50代

医療に何も資格を持たない私は、体調不良になれば何時も地域の医院にお世話になるばかりでそれがあたりまえだと、お医者さんは病人を診てあたりまえだと思っていました。

でも、今の新型コロナウイルスはちがうかなと思います、毎日どこかでコロナと戦っている人がいる。でもそれはあたりまえではなくてそこにいる勇気ある医療者の方々の行動があった結果だと思います。

世界中の医療者の皆様あなた方の行動があってこそ人はコロナと向き合えます、怖がっていないで医療者の応援が出来るように私もステイホーム・マスク・手洗い等出来ることをして戦っていきます、皆様はとても厳しい環境の中でしょうが自分のことを守りながら医療

を必要としている人を守ってあげて下さい。

いつ自分や家族がお世話にならないといけなくなるかもしれないコロナの危機は皆の問題だと思うのでこれからも安心安全で頑張ってください。

毎日ありがとうございます、感謝しております。

滋賀 男性 50代

臨床の最前線で仕事をされている皆様の努力なくしては、今回のような事態を快方に向かわせることはできません。一方、誤った報道や専門家と称してコメントをされている医療関係者の無責任さには情けなくもあります。PCR検査を実際に請け負っているのは、多くが

臨床検査技師です。限られた人員や場所のなかで、不眠不休で対応している実態の何もオーブンにしていない…医師が検査している訳ではないこと、支えている多くがパラメディカルであること…そして、このアンケートでも、医師、看護師、薬剤師…と記載されている

ことも残念です。今回の件では薬剤師が何の活躍をされたのでしょうか…なかにはPCRを手伝いされた方もおられると思いますが。医療の言葉のもとに、それぞれの仕事を評価し、更なる高みを目指す趣旨に反している現実を残念に思います。

神奈川 男性 50代

私は空港で働く公務員です。まさに、水際対策を司る役所の一員です。(検疫官ではありません)ただ、今回は病気休職中でニュースを視ながら、そこにいて仲間と共に日本を守るという、「公務員としての本懐」の職責をはたせず歯がゆい思いをしました。しかも、水際

対策はお世話にもうまくいったとは言えませんでした。四方を海に囲まれている我が国にとって空港は、最前線です。そして、病院は最後の砦になります。日々の激務は私たちの想像を越えるものと、存じます。患者の命だけではなく、自分の命も危険にさらされている

今回の事態は、かなりストレスのかかる特殊な状況であると考えます。他人の命を救うプロである医療関係者の皆様が、どうぞ自分の命も等しくご配慮いただきますよう、願って止みません。

神奈川 女性 50代

自分がコロナにかかるかも…

家族にうつしてしまうかも…

そういう考えはあると思います。それでも医療に携わってくれてありがとございます。お医者さん、看護士さん、事務員、清掃員さん、病院に関わる総ての方を尊敬し、感謝しています。

一部の心ない人によって、どれだけ辛い思いをしてらっしゃるか…

ニュースなどで目にするだけで腹が立ちます。

そんな世間に嫌になり身も心も疲れ果てていると思います。

それでも辞めずに働いてくれて、本当にありがとうございます。

どうか限界を越える無理はなさらないで下さい。

あなたが生きているからこそこれからも人を救えるのですから。

医療に関わる総ての方。そして心配しながらも送り出すご家族や友人の方々。

本当にありがとうございます。

神奈川 女性 50代

この大変な中、本当に感謝しています。

まだ、身近に感染者はいませんが、万が一の事は誰にもあり得る状態かと思います。

報道等での病院の状態を見るにつけ、設備不足の中での治療の大変さ、また、感染するかもしれないという恐怖、またご家族への心配や、周りからの冷たい目等々、色々胸が痛くなります。

我々にとっては、やはり、最後の砦です。

皆さんの正義感に頼らざるを得ません。

我々が一体何ができるのか、色々考えますが、難しいところです。

まずは、感染しないように、注意することが一番なのでしょう。

その上で、感謝の言葉を伝える方法、他にできることを考えていきたいと思います。

まずは、ありがとーございます。

是非、心身共に気をつけてお過ごしください！

兵庫 女性 50代

普通に通勤していても、普通に仕事をしていても、職場が全員マスクをしていても感染に怯えたりメディアの情報に踊らされたりしているのに、いくら教育を受けているとは言え最大のリスクの最前線で日夜、医療に従事され防護服も使い回していらっしゃる。私に何か

出来ること。それは罹患しないこと発症していないだけかもしれないから人へうつさないこと。そのために一定時間毎に職場での消毒を行い健康でいることだと思っています。たとえ罹っても、相手を恨まない事。自暴自棄になり人にうつさない事。その程度しか出来ま

せんが、どうかいつかみんなで笑える日が来ることに希望を持ち心身ともに元気でいることで感謝をしたいと思います。本当に毎日、ありがとうございます。

滋賀 女性 50代

非日常が長期化して、心身ともに、お疲れだと思います。まさに、使命感を持ち業務にあたられておられることと思います。本当に、感謝しています。感染者の数が減少していますが、ワクチンもありません。不安感で一杯です。しかし、私達の思いは、医療従事者の皆

さんと共に、普段の生活に戻ることです。そのためにも大人が、ルールを守り頑張りたいと思ってます。子供は見ています。気を引き締めて、みんなが一つになり、この困難を乗り切りましょう。明けない夜はないですからね?私達は、やり遂げます、必ず?もうしばらく

かかると思いますが、医療従事者の方を私達全員で応援しています。くれぐれも体調に気を付けて下さいね?

滋賀 女性 50代

一番最前線で命をかけてくださってる全ての医療従事者さまへはありがとうと感謝してもたらないくらいです

おかげさまで私たちは今元気に過ごせてます

その反面おうちにも帰れず、愛する大切な人とも会えず、ほんとうにお辛いと思います

どうかご自身のことも護ってくださいませ

あなた達がいることで、私たちは助かってます

心ない誹謗中傷もあると聴いてます

でも私や私の回りはみんな感謝しか、ないと口を揃えていってます

１日も早く事態が収束して、もとの安心安全な世界になりますように私自身も感染しない感染させない様に取り組みます

本当に心から感謝します

ありがとうございます

滋賀 男性 50代

ウイルス感染を防ぎつつ医療行為をされるには、防護衣での暑さや、マスクやゴーグルでの圧迫と痛み、汗も拭けない、かゆくても掻くこともできないなど、体力面の大変さがあると聞きました。加えて、通常の医療行為でもミスは命に関わることもあるでしょうし、感

染予防のため、作業一つ、行為一つに細心の注意を払い、家族のことを考えてなど、精神的にも相当の辛さがあるのは、ほんとのところその方にしかわからないと思います。そんな激務を続けていただき、本当にありがとうございます。でも、医療行為は誰もが出来るこ

とではないので、よろしくお願いします。

滋賀 女性 50代

お疲れ様です。(*-ω人)

命を守って頂き、本当にありがとうございます。

国家資格の無い、私には医療従事者様達のご苦労がどのようなものか

正直わかりません。

でも、これだけはわかります。

貴殿方がいなければ、私達は助からないのです。

いま、自分に出来ることをやっています。

手作りのマスクを着用。少しでも貴殿方にマスクが届きますように。

手洗いに不要不急の外出をさける。

大きな事は出来ません、これくらいのことしか出来ません事をお許し下さい。

どうぞ、お身体御自愛して頂きますようお願い致します。

『本当にありがとう。』

東京 男性 50代

毎日、厳しい状況の中、患者さんのために自ら(ご家族も)を犠牲にしてご尽力され、誠にありがとうございます。

医療機関だけでなく、介護施設、公務員、生活を維持するためや、コロナ対策に関わる人々全てに感謝いたします。

皆様のおかげで、感染者数も減って

きました。

完全に収束するまでには、まだしばらくかかると思いますが、感染者が減ることや、治療や対策がルーチン化されることにより、皆様の負荷が減ることを祈っております。

これからも、自分の身と生活を守ることを優先にしながら、ケアに取り組んで下さい。



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

東京 男性 50代

私は数年前に大きな手術をし、依頼ずっと先生方、看護師さん、薬剤師さん、その他医療に関わる全ての方に助けて頂きました。

この方々がいらっしゃらなければ、私は今生きておりません。

その皆様が今大変な思いをされているという事に、居ても立ってもいられない思いです。

皆様に平穏に過ごして頂く為には、何があっても私が感染しない事で、誰にも伝染させず、病院にかかる人を増やさない事だと肝に銘じ、ひたすら自粛の毎日です。

１日も早い終息と、皆様の平穏な日常が一刻も早く戻れる事を心から願っております。

神奈川 女性 50代

皆さん大変な努力をしてお医者さんや看護師さん、治療士さんになられたと思います。その結果にこのような難局の矢面にたつことになってしまい本当にお辛いことだと思います。ですが本当に貴重で、大切で、無くてはならないお仕事です。

本当に本当にありがとうございます。感謝だけでなく具体的なバックアップをする社会でありたく思います。まだまだ環境が整いませんが、どうかどうか頑張ってください。

私は皆さまを本当に誇りに思います。ありがとうございます。

兵庫 女性 50代

持病がある為、普段から医療関係者さまにはお世話になっています。

私たち患者は新型コロナにかかってしまう事を恐れて生活していますが、医療関係者の方々は更に感染するという事が目に見えない恐怖となってお仕事をされている事でしょう。

普段お世話になっている先生も少しお疲れのご様子です。

声に出して怖いと言えない医療関係者の方々のご負担が少しでも減るように、私たち患者は感謝と配慮をもって自らの行動や言動を律していきます。

いつもありがとうございます。

兵庫 女性 50代

自分が気管支が弱めなので、季節ごとにお医者様にはお世話になっています。

コロナが流行りだして、緊急事態宣言も出され、医療機関の方々がどれだけ疲れているかというのはあちらこちらから聞いたことしかわかりませんが、肉体的にも精神的にも自分のまわりなどからは想像もできないしんどさなのだと思います。

言葉だけでは力にもならないのでしょうが…

きっと終わりが来ます！

あのときはホントに大変だったねできないと話せる日が来ます！

がんばりましょう！

埼玉 女性 50代
ドクターやナースの皆さんは、もちろん受付の方、まず病院でお会いする方です。気持ちのいい笑顔と言葉、帰る時もかけて下さるお大事に1言。お薬をもらう時薬剤師さんが時には、相談相手になって下さることもあります。さり気ない1言が勇気づけてくださること

もあります。それにお掃除をしてくださる方いつめ綺麗に気持ちよく使えることは病院という場所だからこそ、ありがたいことです。全ての方に言霊に感謝を込めてありがとうございます。

滋賀 女性 50代

今回のコロナにおいて、ご自分達の危険を顧みず、本当に真摯に患者さんを救おうと頑張ってくださる医療関係者さんには頭が下がります。

私自身、病気を抱えているので、大変お世話になっていますが、いつも笑顔で対応してくださり、前を向く活力を与えて貰っています??

どうぞ、患者のためにもお一人お一人が疲弊せずニッコリ笑顔でお仕事出来る環境になることを願っております。

本当にお疲れさまでございます。

感謝しています??

兵庫 女性 50代

お仕事大変な中、身体的にも精神的にもお疲れの事と思います。

娘も看護師ですが、今は育児のため病院を退職して家に居ります。

もし、娘が働いていたことを考えると医療従事者だけでなく周りのご家族の方のお気持ちが尋常ではないと

心が締め付けられる思いです。

私たちは本当に医療従事者の方々が居られることで安心し、守られています。

本当に大変なお仕事ですが、お身体お大事になさってください。

感謝いたしております。

神奈川 女性 50代
大きな病院で、発熱による外来診察を拒否されました。前日の保健所の指導は無効だとかなんだかんだ言われ診察を受けるために、また繋がりにくい保健所に、電話をし直したりしたあげくです。その後に伺った診療所では、そこでできることすべての検査で、診察をし

ていただきました。そちらのドクターは私のような患者を何人も看ていらっしゃるようでとてもお疲れのようでした。難民を受け入れてくださり、ほんとうに有り難く思いました。

滋賀 女性 50代

医療者の皆様、お疲れさまです。

連日国民の為に命がけでお仕事をして頂き、頭の下がる思いでいっぱいです。

ご自分の体、ご家族様の体、日々強い不安の中に身を置かれ肉体的にも精神的にも大変疲弊されている事と存じます。

とにかくまずはご自身が度を越えたご無理をされませんように、

これ以上は無理と思ったら声をあげる事も大切だと思います。

決してご自身が崩壊するような事が無いようくれぐれも御身をご自愛下さい。

滋賀 女性 50代

本当に毎日毎日、ありがとうございます。精神的にも辛い状況ではないかと想像します。

わたしの息子たちも医療職です。

わたしが息子たちに感染させないように、その先の患者さんのことを考えて、自分ができることを自分ができる範囲で頑張って取り組み、早く終息することを願うばかりです。

みんな本当に感謝していると思います。

どうぞ、無理をされないように。と言っても難しいかもしれませんが、お体をご自愛ください。

兵庫 女性 50代
医療従事者の方々は、目に見えるところだけでなく、普通の生活をされている方には見えない時間まで本当に、体も心も酷使されていて、日々頭が下がる思いです。心無い方々が酷いことを仰ったり行動に起こされているのを見ると憤りを感じます。

このコロナが起こってからは、さらに医療に携わる方にのし掛かる重みは想像を絶します。今もギリギリのところで戦っていらっしゃる方々、口では言えないくらい本当に感謝しています。

神奈川 女性 50代

使命感に燃えている方ばかりではなく、きっとご自身も不安とたたかいながら、患者さんと向き合っている方も多いと思います。

本当に頭が下がります。

そうやって頑張っている方々に対しての差別や偏見は絶対許せません。

理不尽なことを言う人ばかりではなく、遠くからではありますが感謝し応援している人たちがいることも、伝わってくれればいいなと思います。

そしてどうかご自身の体と心も大切にしてください。

滋賀 女性 50代

先日、花粉症が悪化し咳が止まらなくなり一時呼吸困難になりました。あまりの苦しさで、死んだ方がマシやと、思ってしまうほどでした。その後、コロナではなかったものの、医療の大切さや、医療者の方への感謝の気持ちでいっぱいでした。自分の命の危険もある中

でのお仕事、大変だと思います。

コロナ終息にむけ、外出は控え、職場と家の往復と職場では、殺菌消毒作業の毎日です。自分ができる事で協力したいです。

滋賀 女性 50代

ワクチンもないなか

最前線でウイルスと闘ってくださり

本当にありがとうございます。

普通に暮らしている者でさえ恐くてたまらないのに

明らかにウイルスがいると分かっているなかでの従事は

どんなにかストレスが多いことでしょう。

仕事時間も多くなっていて

育児や家事等も犠牲になっていることでしょう。

手伝えることがなくて

本当に申し訳ないです。

医療従事者の方々には尊敬の念しかありません。

神奈川 男性 50代

医療従事者皆さんの努力のお陰で、私達は健康的な生活を過ごすことができます。

携われている皆さんに被害が及ばない様、我々自身も十分なケアをしなくてはなりません。

今回、医療を取り巻く環境について色々と学ばせて頂いてます。

皆さんあっての私達です。

心より、日頃の皆さんの努力に感謝致します。

切なる願いですが、皆さんのご健康を心よりお祈り申し上げます。

本当に有難うございます。

滋賀 男性 50代

自分の身の安全や家族の安全性など不安な事等、たくさん有るなかで私たちは自宅待機などで済んでいるのに、いつもよりもっともっと忙しくなっている状況のなか任務を追考されている姿にとても感謝いたします。

その御苦労に少しでも早く答えるために、今出来ることを私たちはやって御協力したいと思います。

1日も早く通常な社会に戻れるようにやれることは違いますが、お互いに頑張りましょう。

兵庫 男性 50代
日々ご苦労様です医療関係者の方は患者が何人居ようとも常に一対一で接してもらってるので感謝しかないです心ない言葉もあると聞きますがそれは身体の病より心の病が重症な人たちと思っていてください大多数の人は皆皆感謝感謝しかないですよまだまだ大変だとは

おもいますが身体を壊されません様に祈ることしかできませんがよろしくお願いします

兵庫 女性 50代
すみません、私は看護師です。逆に皆様から感謝頂きありがとういます。私は老人保健施設に働いており、高齢者が感染しないように日々注意して、看護を行っています。どこの病院も同じでマスク、ガウン、消毒薬も少ない状況です。皆様が感染予防に心掛けて、事態

が終息すれば、入所者様が安全に過ごされ、家族との面会が可能になります。どうか、不要不急の外出は控えて下さい。お願いします。

滋賀 女性 50代

医療従事者の方々へ

ご自分や、ご家族の方の危険も隣り合わせにしながら、患者様の命を救うために医療業務に携わっていただいていること、感謝、尊敬いたします。ご自分の健康も大切にされながらこれからも、支えて下さい。

私は医療事務ですが、間近にその姿を見て痛感いたします。また、患者様から、「あなたたちも大変ね」と言われ頑張ろうと思いました。ありがとうございます。

兵庫 女性 50代
いつ終息するかわからない未知のウイルスとの闘いの最前線に立ち向かってる皆様には尊敬と感謝の言葉しか思い浮かびません、まだまだ大変だとは思いますが頑張って下さい。また変な中傷で嫌な思いをされている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな事を言う

人間ば心が汚い人間以下の人なのでキツイでしょうが無視して下さい、殆どの人が皆様に感謝し応援しています。

神奈川 女性 50代

今、コロナウィルス戦線の真っ只中で頑張って下さってありがとうございます。本当に皆さんの頑張りが有るから私達が安心してくれせています。

中には心無い事をさも正義の様に言う輩がいますがそんなのはごくごく一部です。私達は感謝と応援しています。余り無理せずにお身体を大切になさってください。

又皆様を送り出して下さるご家族様に幾重も感謝します。

滋賀 女性 50代
私はコロナが怖くて、マスクをして週一回の買い物に出掛けるのが精一杯です。医療従事者の方達はその恐怖と戦いながら、頑張ってくれています。本当に頭が下がる思いで一杯です。テレビの報道で一部の方達から差別や嫌な思いをされている事も知りました。それ以

上に感謝や尊敬の眼差しで応援している人が大勢います。月並みな言葉ですが、本当に感謝しています。

兵庫 女性 50代
危険と隣合わせの連日の勤務、ご苦労様です。誰が感染しているかも分からない昨今、勇敢だと思います。最近は感染者が減っていると、テレビで報道がありましたが、気は抜けないでしょう。いつ終息するか分からないですが、せめて自分はコロナに感染しないように

今までどおり、自粛生活を送ります。それが医療従事者の方々の休憩時間に繋がるなら、と思います。

兵庫 男性 50代
感染リスクに立ち向かいながら我々を救ってくれる医療者の皆さんは我々のヒーローです。医療者の感染は、パチンコ屋やクラブでかかってしまったとは全く違う、名誉の負傷です。傷は負って欲しくはないが、負ってしまった傷に対しては、よく頑張ってくれてありが

とうと言葉に表せないぐらいの感謝で想いでいっぱいです。医療者の皆さん、本当にありがとう！

神奈川 女性 50代

その様な厳しい環境の中、日々医療に従事していただきありがとうございます。一個人として出来る事は僅かですが、皆様の誇り高き意識に守られ日常過ごすことが出来ます。精神的に休まる時間は無いかもしれませんが、くれぐれもご自愛いただくと共に私達が心から

感謝し応援していることを忘れないで下さい。

あなたしか出来ない立派な仕事なんです。

神奈川 女性 50代
医療従事者の皆様、本当にお疲れ様です。本当にありがとうございます。普段、私も病院に通院してますが、先日も受付の方に無理しないでくださいねと声をかけて頂いて嬉しい気持ちと申し訳ない気持ちでした。母が2年前に癌で亡くなりましたが、沢山励まして頂い

て本当に頭が下がります。まだ、大変な状態が続くと思いますが、皆様、ご自愛ください。

兵庫 男性 50代

自らの命も危機的状況の中で頑張ってらっしゃる医療関係者さんには感謝の言葉しか出てきません。

医療従事者に対し差別的な言葉や態度をする人はコロナより怖い人、最低な人だと思います。

一日でも早く医療関係者の方々も安心して医療に専念でき、また差別の無い平穏な日が来る事を願ってます。

ほんとにいつも有り難うございます。

神奈川 女性 50代

ご自身にもご家族やご家庭がある中、感染のリスクもかえりみずに、患者さんの為に、本当に有難いことだと思います。

子どもも肺炎になり、入院をしました。幸いコロナではありませんでしたが、面会も出来ない家族に、お忙しい中、お電話でこどもの様子を知らせて頂いたり、本当に良くして頂きました。

ありがとうございましたm(__)m

滋賀 女性 50代

私たちが家で過ごしている間、病気と向き合って尽力してくださっている医療従事者の皆さんに感謝いたします。

落ち着く日を私たちよりも何より望んでらっしゃることと思います。

私たちの外出自粛が少しでもコロナ蔓延の歯止めとなるように微力ですが耐えたいと思います。

まだまだ気が抜けない日々が続きますが国民をよろしくお願いします

神奈川 女性 50代

いつも危険と隣り合わせの状態で頑張って頂いてありがとうございます。

私がコロナに感染しない事が皆さんのお手伝いになると思って、微力ながら感染しないよう気を付けて生活しております。

予想を上回るパンデミックが一刻も早く終息するよう祈りながら、日々を頑張って生きて行きます。

お身体を大切に、栄養を沢山摂って下さいね。

神奈川 女性 50代
感染防護用品も不充分な状況が伝えられておりますが、コロナ患者のみならず様々な患者さんの対応にあたられていてお仕事とは言え、皆さまには本当に頭が下がります。ご自身やご家族のご心配もあるでしょうし、疲労も溜まっていることでしょう。中々先が見えない

中ではありますが、まずは皆さまの心と体のご健康を大事にされてください。

神奈川 男性 50代
今、最前線であり、最終ラインで自らの危険を承知で昼夜問わず全力で戦ってくれて、本当にありがとうございます。アナタ達は世界を救う真のヒーロー・ヒロインです。自分に出来る事は、可能な限り病気にならず怪我をしてアナタ達の手を煩わせないようにするしか

ありません。本当に感謝しています。でも、たまには息抜きもしてください。

大阪 女性 50代

想像を絶するストレスの中で、私達の健康と命を優先して診療してくださったことに心よりお礼を申し上げます。

今後も気を緩めることなく健康を維持することが皆様への感謝の表現の形だと思っています。

誰よりも休息を取っていただきたい、心からリラックスしていただきたいです。その日をみんなで勝ち取るため更に努力を続けます。

滋賀 女性 50代
新型コロナウイルス感染者の治療にあたっておられる医師、看護士の皆様をはじめ、各種の検査に従事されている皆様、本当にありがとうございます。皆様の存在が今の私たちの最後の砦となります。

今日いわれの無い偏見で暴言を吐かれてる方も明日は皆様のお世話になるのです。ですから、プライドを持って今のお仕事に従事して下さい。

東京 男性 50代
このような状況でも、パニックが起こらないのは、ひとえに医療従事される皆様のおかげと思います。本当に頭が下がります。私も、テレワークなど、人との接触を可能な限り避けるなど、ささやかながら、引き続き協力したいと考えております。妻の職業も医療業界と

なりますが、本当に感謝に耐えません。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 50代
お医者さま、看護師、薬剤師、薬局の販売員の方々含め、自身やご家族の危険を承知で医療に従事されている皆さまには、心から感謝しています。皆さまのお陰で、昨今の状況下でも平常心を持って生活することができています。マスクやガウンが不足する中、難しいと

は思いますが、どうぞご自愛いただき、日本の医療を支えてください。

大阪 女性 50代
この病気の怖さを日々実感しながらも、感染者の為に最善を尽くして下さり本当にありがとうございます。ご自分の体力・精神力をすり減らしながら本当にありがたいです。ご家族の事もさぞかしご心配だと思います。持病の有る者として、ご迷惑にならないように持病

の改善努力・出来る限り感染しないよう頑張りたいと思います。



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

神奈川 女性 50代

医療従事者の皆様には

感謝しかありません。毎日、ウィルス感染の危険の中で休む時間も無く感染者のケアや処置をしていただいて

本当に有り難うございます。

私達にできる事は、そんな過酷な現場で

奮闘されている医療従事者の皆様の

お世話にならないように

まだまだステイホームで

協力をさせていただきます。

神奈川 男性 50代
新型コロナだけに限らず最前線で戦ってくださっている医療スタッフの方々、病院運営を維持してくださってる方々、それらに関係する全ての方々、本当にありがとうございます。

政府からはスピード感も当事者意識も感じられませんが、医療を支えてくださっている全ての方々の頑張りは尊敬に値します。日本の誇りです！

滋賀 男性 50代

常に感染のリスクを負いながら、また、ご家族への感染の恐怖と戦いながら、それでも患者のために尽くしておられる皆様、本当にありがとうございます。

心ない話しも耳にしますが、ほとんどの日本人は皆様のことを誇りに思っております。

あまりご無理をなさらないで、疲れた時はゆっくりとお体を休めてください。

神奈川 男性 50代
日頃より癌の治療をしている母と介護しながら自らも治療を受けており、通常でもお世話になり感謝しております。いつもありがとうございます。現在は、新型コロナウィルス感染拡大防止をしながらの治療対応は精神的にも体力的にも負担が大きいと存じます。

ご自愛頂きながら気を付けてご対応お願い申し上げます。

滋賀 女性 50代
非常事態の中、我が身を顧みず、皆を救うべくご尽力下さり、心より感謝申し上げます。そんな中、医療従事者の家族などを差別するような日本人がいることを悲しく思います。

健康でいることが何よりのご奉公と思い、免疫を上げ気をつけながら生活をしてまいります。ご自愛くださいませ。本当に有難うございます。

福岡 男性 50代

感染症が蔓延し自分自身もいつ罹患するかとリスクを背負いつつ生活しています。

患者さんを目の当たりにされる医療従事の方はなおさらリスクも高く大変だろうと思います。

体調が優れないとやはり病院が駆け込み寺になります。

何とも今後も人命を預かられる方々に感謝しつつ、頑張って頂きたいと思います。

秋田 女性 50代
私はレジの仕事をしています。接客業なので、感染のリスクはそれなりに高いと思います。でも、医療関係者の方々のリスクは、私などとは比べものにならないでしょう。一人でも多くの命を救おうと働いてる皆様、出来る範囲で身体を休めて下さい。自分の身体も大切

にして下さい。本当にありがとうございます。

兵庫 女性 50代

報道されているよりももっと大変な現場なのに、"医療"と言うだけで責任も追求されるような世間ですが、とてもとても信頼しています。主治医のせんせいの発言は頼もしく、看護師の冷静な判断には頭が下がります。笑顔を守りたいです、感染予防して、油断大敵と気

を引き締めます。

がんばってください！

滋賀 女性 50代

言葉では形にできないほどの、重荷を負わせていると思っています。皆様の家族の事、皆様の自身の事、全て犠牲の上に私たちの生活が成り立っているといつも心において過ごしています。

皆様の日常が早く取り戻せますよう私自身も、気を引き締めて頑張ります。

最大級の感謝です。ありがとうございます

兵庫 男性 50代

医療あっての社会活動であることを大変ありがたく思っています。

これまでの平凡な毎日の中でも感謝していましたが、このコロナ禍で、より一層の感謝を感じます。

一部の心ない誹謗中傷や差別発言があるという報道には、腹立たしいばかりです。

とにかく、「ありがとうございます。」に尽きます。

滋賀 女性 50代

日頃のお仕事も大変な中、さらに感染リスク持って懸命に対応していただいて、ありがとうございます！

本当に感謝しかありません。

これ以上ご負担をけけないよう、一人ひとり感染しない、させないように行動します。

どうか医療従事者が無理にならないように体制をとって頂きたいと思います。

大阪 女性 50代
大変な時に、最前線でお仕事してくださりありがとうございます。私達は家にいてあまり皆さんのお世話にならないように、予防するしかできないのですが、こんな時に丸腰でウイルスに立ち向かってくださることに大変感謝しております。くれぐれもお身体には気をつ

けて、お仕事なさって下さい。

埼玉 女性 50代
娘も看護師として勤務しています。日々のお勤めに感謝しています。いつ、誰がかかるともわからないコロナに怯えながらも果敢に立ち向かっていらっしゃる、医療従事者の方々には、本当に頭が下がります。私たちもstayホームで頑張ります。どうか体調には、気をつ

けて日々お過ごし下さい。

兵庫 女性 50代
日々感染のリスクと向き合いながら休む事なく診療を継続して頂き感謝しています。

私は介護施設で勤務していますが、施設から感染者を出してしまったらどうなるのかと思うと胃が痛くなりますが、地域の医療機関をはじめ3医師会の方々に支えて頂いています。ありがとうございます。

神奈川 女性 50代

尋常ではないリスクを背負い職務を全うしている医療従事者の方々には、ただただ頭が下がるばかりです。

本当にご苦労様です。そしてありがとうございます。

早急な終息を祈りつつ、私も自身で出来得る限りの対策を取り、皆様の手を煩わすことのないよう生活をしてまいります。

神奈川 女性 50代

最前線でウィルスと戦っている、医療者の方々。本当にありがとうございます。

手洗い、うがい、睡眠、栄養。人混みをさける。自分でできる事は最大限頑張ります。

医療者の方々のご負担が、一日も早く軽減される事、心からお祈り申し上げます。

本当にありがとうございます。

滋賀 女性 50代
感染の危険に直面しながら、日々、使命感をもって治療にあたってくださっている皆さまのおかげで、私は平穏無事に過ごせています。ありがとうございます。皆さまが私たち国民の最後の砦です。どうか気をつけて、そして難しいかもしれませんができるだけ休養も

取ってください。

兵庫 男性 50代
一人のアホな為政者のために、ウイルスを撒き散らす結果となり、医療関係者の皆さんには多大な負担を招く事となりました。

現在、新規感染者数もやっと右肩下がりになってきた様ですので、引き続き一人の日本国民として、皆さまには感謝の気持ちを表したいと、思っています。

愛知 女性 50代

まだまだマスクや防護服が足りない中

自分が罹るかも知れない不安と闘いながら、少しでも多くの患者を助けようと不眠不休の状態で仕事をしていただきほんと感謝しております。

でも、やはり自分が倒れもいけないので、どうぞお身体に気をつけていただきたいと思います。

兵庫 女性 50代
仕事柄お世話になっているみなさん、恐怖と戦いながら働いてくださっていることと思います。少しでも早く収束するよう願っています。30年前なら私もその渦中にいたはず。みなさんの勇気と正義感に感謝しています。ウイルスに負けないよう、くれぐれもご注意く

ださいね。

神奈川 女性 50代
国の方針が揺らぎ、物も人も足りない中、命がけで、治療にあたっていただき、本当にありがとうございます。また、心ない人の、差別的言動もあるとき聞き、申し訳なく、恥ずかしく思います。皆さんのお陰で私たちの生活は成り立っています。共に闘っている気持ち

です。

神奈川 女性 50代

この大変な状況の中、本当にありがとうございます。

自分も出社しなければならない仕事のため、常に感染予防に気を使い疲れてしまいますが、医療者の方々の負担はどれほどのものか想像もつきません。

どうか皆様がご無事で収束の日を迎えられますように願っています。

神奈川 女性 50代

自分の、家族の感染も心配のところ、

皆様ありがとうございます。

娘も神奈川の大きな大学病院に勤務しています。

早く終息して、医療従事者が感染することなく、

終息後は、少しでもゆっくり出来る時間が取れる事を祈っています。

ありがとうございます！

新潟 女性 50代

現在、入院治療中です。この大変な状況にも関わらず、最大限に治療・ケアをしていただいております。

感謝の気持ちしかありません。

くれぐれも無理をなさらないよう、しっかりと休息し、私達を守ってくださいますよう、お願い致します。

是非ご自愛くださいませ。

北海道 男性 50代
今、このコロナウィルスの関係従事者の方には感謝以上の気持ちを是非とも伝えたい気持ちでいっぱいです。ある意味命懸けでコロナウィルスと戦っていることに心から感謝とどうかくれぐれも体調には充分に注意していただきたいと思います。本当にありがとうござい

ます。

神奈川 女性 50代

コロナウイルスと戦っている医療従事者には、ただ、ただ、ありがとうございます。その一言です。

でも、コロナウイルスとは戦わない医療従事者もいます。

病院勤務の垣根を越えて戦うことは出来ないだろうけど、何か手は無いのだろうか……と気になります。

兵庫 女性 50代
感染のリスクを抱えながらお仕事して下さっていることに、ただただ感謝しかありません。本当に本当にありがとうございます。

こんな献身的な人達を目の当たりにしているコロナは、そろそろ力を弱めようって、小さく身を隠してくれないかなぁと願ってやみません。

滋賀 女性 50代
全国の医療従事者、それを支えるお仕事の方、ご家族の方、本当にありがとうございます。皆さんお陰で私たちは、生活できています。引き続きお世話をおかけしますが、少しでもストレスなく元気に仕事に従事していただけますように、お祈りしています。感謝をこめ

て

滋賀 女性 50代
最前線で大変な思いを持ち働いて下さる方々本当にありがとうございます。

報道は色々されていますが、本当はそれ以上大変な現場になっていると思います。あなた達の活躍で１日でも早く終息してあなた達の家族と笑顔で自宅で笑い会える日がくる事を願っています。

愛媛 女性 50代

１口に医療従事者といっても、多岐にわたる方たちがいらっしゃいます。

各施設で余りおもてにでない方々、例えば掃除をしてくださる方や警備をされている方等々も医療従事者と言えます。

目に見えない仕事を不安ななかでしていただいて、感謝でいっぱいです。

北海道 女性 50代
日々、感染のリスクがありながら、患者さん達のために働いてくださっている皆様に感謝申し上げます

持病があるので平時からお世話になっておりますのに加え、命と向き合って闘ってくださっている事に、頭がさがります。皆様の働きに報いるよう生活してまいります

東京 女性 50代
ひどいことを言う人は、ごくごく一部です。ほとんどの人は、自分を顧みずに皆様が行う適切な治療、献身的な看病などに本当に感謝しています。

ご自分の体も是非とも労って頂きたいですし、それが叶うよう、私たちも今出来ること、ステイホームをがんばります！

兵庫 女性 50代
ご自身もいつ感染するか分からない、また誹謗中傷されたりと大変なのに、最前線で頑張っておられる方々が居るので制限があっても私たちは日々の生活が送れています。

終息はまだまだ見えませんがお身体ご自愛されて、休憩することを忘れずに頑張ってください。

埼玉 女性 50代

最前線で働く医療従事者の皆様には

感謝、感謝です。

皆様が居るお陰で私達の生活がなりたってます。

寝る間もなく頑張ってる姿を思うと

申し訳なくなります。

睡眠、栄養を取れる時に無理してでも取っていただきたいです。

本当に有難うございます!!

神奈川 男性 50代 自分自身がコロナにかからない事によって、医療従事者への感染リスクを軽減する事にも繋がると思います。まだまだ大変な期間が続くと思います。既に十分頑張っていただいていると思いますので、頑張って下さいとは言いません。とにかく体に気を付けてください。

滋賀 女性 50代 知り合いの医療従事者にも迷惑でないタイミングが分からず連絡が出来ずに居ますが日々大変な思いをしながら仕事をして下さって居る皆様には感謝しかありません本当に有り難うございます。早く落ち着き皆様がゆっくり休息出来る日が来る事が世界中の願いです。

大阪 女性 50代

今はコロナで医療従事者の方々が一生懸命、皆さんのために頑張られていることを報道で見ています。

心ない方もいますが殆どの人が医療従事者の方々の頑張りをわかっています。

ご自分のお身体のことも大切になさって下さいね。

陰ながら応援しています。

滋賀 男性 50代 常々患者と地域医療のために尽力頂いていることに感謝しています。現在の事態は皆さまへのリスペクトを軽視した政治と、その政治を後押しした有権者の責任だと考えています。同様以上のことを起こさないよう、現場からの意見を後日総括頂ければと思います。

岡山 男性 50代 定期的に診察を受けています。これまで、お医者様の転勤の関係で担当医が5人くらい変わりましたが、いつもきちんと引き継ぎをして下さり、安心して受診ができます。2ヶ月に1度ほどの定期検診が心の拠り所になっています。本当にありがとうございます。

東京 男性 50代 普段から肉体的にも精神的にも大変なお仕事をされ、我々の生活を支えていただき、ありがとうございます。直近ではさらに負担が増えていることと思います。我々も外出自粛、予防に心がけ、少しでも役に立ちたいと考えています。共に戦っていきましょう。

兵庫 男性 50代
危険な第一線で、治療に力を注いで頂きこの日本を支えている、医療関係者の皆様、心より感謝と労いをおくりたいと思います。

ニュース等で見る、医療関係者さんへの誹謗中傷など、考えられない事です……そんな事を言うのは、悲しい人達だと思います。

大阪 女性 50代 喘息治療のため月に1度通院しています。感染のリスクがあるなか病院での診察が受けられて、お薬を提供していただいているお陰で安定して暮らしております。ありがとうございます。毎日緊張が続き大変だと思います。無理なさらぬようご自愛ください。

神奈川 女性 50代

姪が薬剤師で病院勤務。

友人が事務で病院勤務。

普段の生活だけでも、ストレス溜まるのに……。

私たちのストレスなんて、比べ物にもなりません。

ただ、ただ感謝しかありません。

有難うございます。

ご自身のお身体も気をつけてください。

神奈川 女性 50代

医療の最前線で働いているかた、その方を支える家族の方には感謝しかございません。

厳しい状態が続いていると思いますが国民皆で応援しています。

本当に頑張って欲しいです。

私たちは感染者を増やさないよう家にいるのが支援だと思います。

大阪 男性 50代 仕事とはいえ国民の命を守るために頑張っていただきありがとうございます。中には心ない言葉をぶつけられることもあるかも知れませんが、大多数の国民は皆さんの働きを誇りに思い、また感謝していることでしょう。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 50代

私は医療のことはよく分かりませんが大変な中頑張っていただいていることだけは理解出来ます。

私にできることはこれ以上患者が増えないように身の回り身近な人と一緒に感染しないように注意するぐらいです。

早く収束するように祈っています、

神奈川 女性 50代

いつも大変なお仕事ご苦労様です

皆様もいつ感染するか分からない中、仕事だからといって頑張ってくださり頭が下がります

患者さんも大事だけど自分の事もご自愛ください

皆さんの頑張りが私達を支えてくれています

本当に有り難うございます

愛知 男性 50代
医療従事者と言うことだけで人類対ウイルスの戦いの最前線で未知なる恐怖とも戦いながら日々従事頂いていることに、ただ々感謝です。

自粛という感染拡大防止にしかご協力が出来ないですが、皆様の負担の軽減に少しでも役立てば幸いです。

大阪 女性 50代 日々、医療現場で勤務されてる方々に本当に感謝いたします。国内初めてのウィルスとどう戦えばよいのかわからない中、死とゆう恐怖もある中マスクや防護衣も足りなく、そんな環境でお仕事されている医療従事者に感謝の気持ちしかないです。



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

千葉 女性 50代

自らのコロナ感染に不安の中患者さんの治療にあたっていただきありがとうございます。

私としてもstayhomeでコロナに移らない移さないを頑張ります！

早く終息し医療従事者様にも心身共に安らぐ日がきますように願っています。

滋賀 女性 50代 差別をする人より感謝している人の方が多いんです。近くで、「ありがとう」伝えられませんが本当にありがとうございます。出来る限り体調を整えて、コロナ以外の病気にも気をつけます。皆さんもくれぐれもお身体を大切にしてくださいね。

兵庫 女性 50代

日頃から、医療関係者の皆様に感謝でいっぱいです。コロナに立ち向かって下さっている姿に、頭が下がります。

私達にできる事は、病院に行くような事態にならないよう、充分気をつけることだと思っています。

ありがとうございます。

千葉 男性 50代
医療従事者の皆さん。日本のコロナ発生が世界中からみても低いレベルに押さえらているのは皆さんの身を削る努力のお陰です。どうか、皆さんが感染

されないよう、そして一日も早く終息してご家族と過ごされる日が来ることを祈ります。

兵庫 女性 50代 私も医療従事者ですが、コロナウイルス関連の最前線で勤務されていらっしゃる方々には本当に頭が下がる思いで一杯です。自分に同じことができるだろうかと思います。コロナの終息が一番ですが、早く勤務環境が整う事を願っています。

神奈川 女性 50代

医療従事者でコロナに対して頑張っていらっしゃる方へ

家族や自分を犠牲にしてまで働いていらっしゃる方が殆どだと思います。

てすが、妊婦さんも中にはいらっしらると思うので、仕事の内容を考えてあげて頂きたいと思います。

兵庫 女性 50代
報道で医療従事者の方のお話を聞いていると、日々寝る時間もなく、またご家族が心配される中、職場へ向かう姿に感謝しかございません。

１日も早くこの状況が終息することを、心より願っております。本当にありがとうございます。

神奈川 女性 50代 医療の最前線で、COVID-19感染の危機に晒されながら、様々な患者さんと向き合っていらっしゃるお医者様、看護士の皆々様、薬剤師の皆々様、医療事務担当の皆々様、清掃と警備関係者の皆々様、どうかご自愛下さいませ！！

神奈川 女性 50代

日ごろ治療が必要な

母も何とか自宅で過ごしています。

これも安心して病院へ行けるからです。医師、看護師の他、検査技師、受付、清掃、看護助手、給食、用度、施設、療法士、挙げたらきりがありません。ありがとうございます。

兵庫 女性 50代

使命感だけでは、出来ない仕事です。ご家族へ感染させないため等いろいろな思いをお持ちになりながら肉体的にも精神的にも

大変でしょうね。想像以上だと思います。

休める時は僅かな時間でも休息してください。

滋賀 男性 50代

自らや家族の感染リスクとさらされながら、日々激務に対応してくださっているみなさん、ありがとうございます。

我々も自分たちのできる対策に

協力することで、医療者のみなさんに負担をかけなくて済むように、がんばります。

滋賀 女性 50代 感謝しかありません。本当にありがとうございます。医療者の皆様がお身体を酷使され、疲弊されている現状が、一刻も早く改善されるよう祈ります。また医療者のご家族様のご心痛、ご苦労も、一刻も早く緩和されるよう祈ります。

滋賀 女性 50代

医療従事者の方々へ

未知のウイルスが世界中で猛威を振るう中、危険と隣り合わせの現場の最前線でご尽力頂き、本当に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。

くれぐれもお身体ご自愛ください。

神奈川 男性 50代 自らの感染リスクがあるにもかかわらず、逃げずに診療に努めていただきありがとうございます。少しずつではありますが、新規感染者が減少する傾向のようです。よろしくお願い致します。私も不要不急の外出を控えております。

北海道 女性 50代

医療者の方々のご苦労を考えると涙が出ます

本当にありがとうございます

自分は感謝を忘れず、自分のできる事をコツコツとやりたいと思います

何もできないと思っていましたが、手洗い、ステイホームこれだけは守ってます

神奈川 女性 50代
毎日大きなリスクに対する緊張感をその使命感で蓋をしながら私たちのために頑張ってくださって、本当にありがとうございます！

今は少しでも負担ならないよう健康に気をつけることがお返しになると信じて過ごします。

滋賀 女性 50代 過酷な環境の中、みんなの為にお力を尽くしてくださり心より感謝と敬意を申し上げます。肉体的にも精神的にもとてもきついとは存じますが、くれぐれもご自愛下さいます様お祈りしております。どうも有難う御座います。

埼玉 女性 50代
日頃から病院の方々には、お世話になっております。私たちの気がつかないところで、たくさんのお気遣いをいただいていることと思います。

ありがとうございます。もう少し頑張ろう！と思い、stayhomeします。

神奈川 女性 50代

感謝以外何もありません。

コロナ感染者の対応時間が1番長いのは看護師さんだと思います。

強い責任感の中、頑張っていらっしゃると思うと、頭が下がります。

命を繋いでくださり本当にありがとうございます。

大阪 男性 50代 ご家族や親しいお付き合いの方々にうつしてはならないとお気遣いくださる中で、私情を圧し殺して病に立ち向かい戦ってくださっております医療関係者の皆さんには感謝の念に堪えません。本当に有難うございます。

滋賀 男性 50代
毎日、感染のリスクと闘いながら診察を続けてくださりありがとうございます。

当方、定期薬が必要な体故、どうしても診察が必要でございます。どうか、健康にご留意いただき続けていただけることを願います。

大阪 女性 50代 危険を返りみず、身を粉にして真摯に取り組んで下さっている医療従事者の皆様、本当に本当に有り難うございます。微力ながら、感染しないよう十分注意して生活しますので、どうぞお体にお気を付け下さい。

滋賀 女性 50代

感謝以外ないです。

これからも、第2,第3と波はあります。

しかしながら、皆様にお世話になることもあるかもしれません。

お世話にならないように、気をつけていきたいです。

どうか、ご自愛下さい。

大阪 女性 50代

いつもありがとうございます。

高齢の両親を抱えているため、不安な事も多いなか、いつも優しく対応していただき感謝してます。

コロナで大変な中、従事いただいていること、感謝の気持ちでいっぱいです。

大阪 女性 50代 まずはこの状況の中、医療従事者様、医療を支える皆様、ご家族様にありがとうと御伝えしたいです。皆様の努力に酬いるよう、今、自分にできることをやっていきたいとおもいます、体には充分気を付けください

神奈川 女性 50代 最前線で毎日戦ってくださり、ありがとうございます。皆様を守るためにも、自粛できる限り努力をします。１日も早く感染が減る事を祈るばかりです。どうか皆様ご自身をご自愛ください。

東京 女性 50代
最前線に立つ人に、後方から無責任にがんばってなんて言えませんが、それでもそこにいてくれる事に本当に感謝と尊敬を覚えます。どうぞご自身の安全にもお気をつけくださいませ。

心からのありがとうを。

神奈川 女性 50代 お医者さんを初め医療に関わるすべての方に本当に感謝しかありません。こちらは自粛しか出来ることは無いですが、緊急事態宣言が解けても手洗、うがいを徹底していきます。もう少し、頑張って下さい。

滋賀 女性 50代
普段から医療関係者の方には感謝してますがコロナ感染について危険が伴うのを承知で対処してくださっています。

尊敬しますし本当に感謝です。感染しないようにさせないようにまだまだ気を付けないと。

兵庫 女性 50代
自らが命に関わる事態でもその使命感で患者に対して治療をしてくださる姿勢に感謝しかありません

世の中の全ての人が頼りにしているので、ご自身の身を守りながら是非頑張って下さるようにお願いします

神奈川 男性 50代

大変な毎日だと思います。

本当に、本当に頭が下がる思いです。

ありがとうでは足りないくらい、ありがとうございます。

医療従事者の皆様、また私たちにも平穏な日々が早く戻ることを祈ります。

東京 女性 50代 感染リスクを考えなくても大変なお仕事だと思っていましたが、現場の方々には倒れることなく収束してくれる事を願います。自分には出来ないので感謝だけではなく支援できる機会があればしようと思う。

東京 男性 50代 日々本当にありがとうございます。最前線で戦っていただいているにも関わらず、資材も整わず、偏見の目にもさらされるような思いまでさせてしまい、本当に申し訳ありません。心から感謝致します。

神奈川 女性 50代

コロナウィルスに限らず、どんな病気や怪我に対しても医療に関わる全ての方のお陰で回復し、今があります。

どうぞ引き続き、お身体とご家族を大切に頑張ってください。

宜しくお願い致します。

沖縄 男性 50代 特定疾患患者でこの数年9回入院しました。医療関係者に毎回感謝しています。リスクの高い現場で頑張られていると思いますが、お身体に気を付けて下さい。早くこの困難が終る事を切に願います。

大阪 女性 50代 本当に感謝しています。ありがとうございます。私は数年前まで医療事務を30年していましたので、今の現場がどんなに過酷か少しはわかります。どうか心を壊されませんように、祈るばかりです。

滋賀 女性 50代
この苦しい状況の中皆様には感謝しかありません。私は今別の病気で入院中です。全ての医療従事者の皆様の日頃の努力と行動に敬意を表すと共に

感謝しかありません。ありがとうございます。

兵庫 男性 50代 正直コチラ(患者側)も病院に行くのに躊躇する状況で、毎日大きなリスクを背負いながら診察治療していただいている病院関係者の皆様には、ただただ感謝しかありません。有り難う御座います。

東京 女性 50代

厳しい環境の中で毎日ありがとうございます。

ご自身の身体も労ってくださいね。

皆さんにご迷惑を掛けない様に、自身も気を付けて過ごします。

一日も早く普通の日常に戻れます様に??

滋賀 女性 50代 感染の危険な中、本当に神経を張り付けながら治療等々行って下さり、本当にありがとうございます。どうか、心身共に疲労があろうかと思いますが、無理せず頑張って下さい。お願いします。

滋賀 男性 50代 医療者の方々が側にいるだけで不安な気持ちが和らぎます。そんな皆さんが感染されると悲しくなります。当たり前のことしか言えませんが、くれぐれも感染なさらないようにお気をつけ下さい。

神奈川 女性 50代

患者さんの健康とご自分達の健康を守ってください

これ以上恐怖と悲しみが増えないように

私達はただ自粛する事しか出来ないので

目に見えない敵と戦ってくれて本当に有難うございます

滋賀 男性 50代 医療関係の皆さん。日々お疲れ様です。コロナで危険と隣り合わせの中、患者さんへの懸命な治療、ありがとうございます。私は何もできませんが、コロナ終息にむけステイホーム継続します。

滋賀 男性 50代 本当に医療者や、医療関係者の方達へは頭が下る感謝の気持ちでいっぱいです。命がけで医療現場にいるのですから、私達にできることは、感染しない事です。自粛を可能な限りしましょう。

兵庫 男性 50代

私の身の回りの新型コロナに対応していない病院でも、酷い噂が広がっています。

心無い一部の言動に負けず、無理の無い範囲で頑張ってください。

この場をお借りして御礼申し上げます。

大阪 男性 50代

コロナに対応されているお医者さん、看護師さん、ありがとうございます。

また、それ以外の病院関係の方々も

感染の危険があるにもかかわらず診察していただき、ありがとうございます。

兵庫 女性 50代
医療者のみなさんが、感染するかもしれない中で治療などして貰えて本当に感謝してます。患者の体調など気にかけて貰えて感謝と安心ができます。

みなさんも無理せず頑張って下さい。

神奈川 男性 50代 COVID-19医療の最前線で、医療従事者も60名の方々が感染され、一部の方は命を落とされているともお聞きしています。感染予防･治療に献身的に従事頂き有難うございます。

兵庫 女性 50代

お嫁ちゃんが薬剤師してます。

毎日出勤して頑張ってます。

丸裸で患者さんに接しているよーな感じです。

頭がさがります。

孫のお迎えくらいしか手伝えないけど頑張れ！

滋賀 男性 50代 こんにちは?、私達の今日が有るのは、医療機関や病院のドクター(先生)の方々のおかげだす。今の現状を見守ってくださる、スタッフさんにも、感謝、感謝です。有難うございます。

大阪 女性 50代 医療従事者の方々には心より感謝申し上げます。皆様方の心の中には、しっかりとマザーテレサの思いがあると思います。その心を受け継がれて行動されている。本当に感動致します。

神奈川 男性 50代
昼夜問わず頑張っている医師を始め、看護師さん、医療従事者、医療関係者、医療品等の製造に係る方、医療品等を配送や運搬する方の全ての方に感謝いたします。

本当にありがとう

千葉 女性 50代 心身共にきつい現場でのお仕事である医療、看護、検査等に携わって頂き、心より感謝いたします。ご家族や周りの方々への配慮をしながらも、ご自身のことも大事にしてください。

滋賀 女性 50代
未知なるウィルスが怖くない人はいないと思います。それでも私たちのために頑張って治療に取り組んで下さり

感謝でいっぱいです！どうかお疲れが出ませんよう祈っています！

神奈川 女性 50代 人を助けるという使命感に、頭が下がります。いわれのない偏見等で傷付いている方も大勢いらっしゃるとは思いますが、頑張ってくださりありがとうございますとしか言えません。

兵庫 女性 50代 感染力が強いコロナウイルスと日々戦って頂いて感謝してます。御自分も感染するかも知れないと思いつつ…早く収束する事を願っています。本当に医療従事者の皆様に感謝です。

神奈川 女性 50代 自らやご家族の感染の危険を感じながら、大変な状況下でご尽力くださっている医療従事者の方々に、心から感謝するとともに、１日も早い収束と皆様の安全をお祈りしています。

静岡 男性 50代 医療に携わる人達は、勇気と責任感を持って日々の仕事に臨んでいると思います。私も微力ながら応援できるよう頑張っています。自分の為だと無理でも誰かの為なら頑張れる。

滋賀 女性 50代

本当に本当に、感謝の言葉しかありません。

コロナウイルスに限らず、お医者さんにかからなくてすむように、日々心がけたいと思います。

本当にありがとうございます。

神奈川 女性 50代
お医者様、看護師さん、医療に関わる全ての方に感謝申し上げます

皆さまそれぞれのご家族がいらっしゃると思います。そのご家族の皆さまの心配やご苦労を思い胸が痛みます

滋賀 男性 50代 ここ数年、私自身も両親も何度も入院したことがあり、大変お世話になっています。看護師の方が忙しく働いておられるのをみると、まさに感謝です。ありがとうございます。

兵庫 男性 50代 感染のリスクと戦いながらのオーバーワークの日々、心より感謝しております。せめて終息の気配が見えるまで、人類の生存危機を回避するためご苦労をお願い申し上げます。

神奈川 男性 50代 いつもいつも私達の面倒をみてくださってありがとうございます。応援すること、想いを馳せることしかできませんが、今、この国を支えて下さってる皆様に感謝と尊敬を。

神奈川 男性 50代
人々の笑顔のために、身を削りながらご尽力いただき、本当にありがとうございます。

日本を、そして世界を救う尊いお仕事をされていることに心からの敬意を表します。

北海道 女性 50代
一番危険な環境に晒されて居ても患者の治療に携わっている医療従事者の方々には感謝の気持ちしか有りません。

どうか感染しないで働いてくださることを願っています。

兵庫 女性 50代
医療関係の皆さんが日々どんなに過酷な状況かを想像して、感謝してもしきれません。

今までもこれからも、みなさんが子供たちの憧れの職業であるとお伝えしたいです。

兵庫 女性 50代 危険にも関わらず私達のために取り組んでくださり、ありがとうございます。風評被害にさらされていること、大変悲しく思います。どうか、お身体に気をつけてください。

神奈川 男性 50代 リスクを背負い、風評に耐え、只々医療の仕事に立ち向かう気持ちが心の底より伝わります。先の見えないコロナ渦が渦巻く世の中ですがどうぞお身体を大切にして下さい。

埼玉 女性 50代
毎日激務で恐怖や悲しみもあるかと思います。

家族とも会えず家にも帰れない方もたくさんいるのではないでしょうか。自身の体調に十分気をつけて闘ってください。



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

兵庫 女性 50代

毎日大変な思いをされている事と思います。

献身なお姿、感謝しかございません。

どうかご自身のお身体をも大切になさって下さい。

本当に有難うございます。

滋賀 男性 50代 私には｢ありがとうございます。｣と言うことしかできませんが、今、命をかけて闘っている皆さんがいると言うことを、5年後も10年後も私は決して忘れません。

岡山 女性 50代 医療者の方々にも家庭があり、自分が媒体となって家族が感染するかもという不安と戦っておられると思います。医療を目指した方々の崇高な精神には頭が下がります。

東京 男性 50代 緊急事態宣言の中、保育園で隔離されていたお子さんがいたとか、家族と離れて従事していただいたとか、悲痛なニュースをよく聞きました。心底、感謝申し上げます。

神奈川 男性 50代 本人達にも家族がいて、また家族に感染する恐れがあるにもかかわらず、最先端で一人でも多くの方々を助けるべく、治療に専念されることに本当に感謝申し上げます。

大阪 女性 50代

皆さんがいてくださるから、

救われている患者さんやご家族がいます

また別の仕事を今頑張ってしている私たちにも、勇気やファイトをいただいていると感じます

神奈川 女性 50代 日夜、リスクを背負いながら医療に従事されていらっしゃる皆様、有難うございます。私達にできることは、健康でいること、怪我をしないことに尽きると思います。

北海道 女性 50代 私たち一般人には決して出来ない事を使命感を持ち、過酷な現場かと想像いたします。感謝し尊敬いたします。たくさんの人を助けてくださりありがとうございます。

神奈川 男性 50代 医療関係者の皆様、毎日のご活動に心より感謝申し上げます。また、皆様がコロナウイルスに罹患する事無く、健康的な生活がおくられる様に心よりお祈りします。

兵庫 女性 50代 怖い思いは同じはずなのに最前線で戦って下さる姿は感謝以外の言葉は見つかりません。心より感謝しています、と共にご自身のお身体も大切になさってください。

滋賀 男性 50代 死と隣り合わせの状況でも、人々のために頑張ってくださってること、言葉では言い尽くせないほどの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。

神奈川 女性 50代
日々医療現場の前線で奮闘してくださっている様子に感謝の言葉もありません。どうか気をつけて。一日も早い終息を願ってます。

本当にありがとうございます。

大阪 男性 50代 頑張っているみなさんには、言葉にすることができないほど、感謝しています。onとoffは、つけられないと思いますが、はやく落ち着くことを願っています。

神奈川 男性 50代 日本の感染者数や死者の数が抑えられているのは、ひとえに皆様の献身によるものです。早く収束に向かい、皆様が休息できる日が訪れることを祈っております。

兵庫 女性 50代
個々の事情や思いもある中…ままならぬ心中をお察し致します。

御身ご自愛くださいます様又日々祈ると共に心よりお礼申し上げます。

神奈川 男性 50代 命を守る仕事の最前線は最も自らの命に関わる場所だと思っています。最前線にたてない者としては兵站として、せめて重荷にならないようにしたいと思います

大阪 女性 50代
外出自粛が続き、感染リスクがある中働いて下さっている医療スタッフの皆様有難うございます。

心無い人達もいると思いますが、陰ながら応援しています。

神奈川 女性 50代 医療者、病院のスタッフの仕事を遂行されている方々の使命感に敬意を表します。本当にありがとうございます。どうか皆様も十分健康に気をつけてください。

兵庫 男性 50代
ウイルス感染のおそれがある中で、罹患者の治療に全力を尽くしていただいている皆さま方に感謝と敬意の気持ちで一杯です。

本当にありがとうございます。

神奈川 男性 50代 こんな時だからということではありませんが、医療従事者の方々の献身には頭がさがります。誰よりも皆さんに平穏が訪れること祈ると共に感謝いたします。

神奈川 女性 50代
皆様あって私達の生活だと思っています。私達が出来る事は感染しない事、全力で努めます。

医療従事者の皆様も感染されないよう心から願っております。

神奈川 女性 50代
本当に有難い

自分のことはさておき、医療に従事してくださり、物理的なものもありますが、精神的にも助けられている患者さんは少なくないと思います。

滋賀 男性 50代

日々見えないウイルスと第一線で携わって頂いて頭の下がる思いでおります

今我々の出来ることを、終息するまで

取り組んで行きたいと思います?

滋賀 女性 50代
いつも最前線で、戦って頂きありがとうございます。

お身体を無理せずとは、無理でしょうが、時々気分転換して、これからも、宜しくお願いします。

神奈川 女性 50代
去年入院した時にどれ程大変なお仕事か実感しました。

もっと大変な状況のなかお仕事を続けていただき感謝しかありません。ありがとうございます。

岡山 男性 50代
仕事だとはいえ、身を削るような思いでがんばっておられることに、日々感謝と敬意を持っています。

早くこのような状況が回復するよう、祈ります。

千葉 男性 50代

私にはお疲れ様です。としか言えません、

何も手助けできない私です。

医療関係の皆さんありがとうございます。

皆様のご健康をお祈りします。

滋賀 男性 50代

日々の仕事に心より感謝申し上げます。

皆さまの高い現場力は、世界に誇れるものです。

あんな時代もあったねといつか思える日はきっと来ます。

静岡 女性 50代 医療従事者の皆様、いつも本当にありがとうございます！私の友人にも医療従事者が多くいます。皆様、おからだをたいせつになさってくださいませ。

東京 女性 50代
ご自身やご家族への感染リスクがある中でのお仕事、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

自分に出来ることは感染しないように気をつけること!

滋賀 男性 50代 医療従事者の方々、そのご家族の大変さは私達の想像を越えるのだと思います。大変な中ですが健康に気をつけて、引き続き、宜しくお願いします。

大阪 女性 50代 特効薬のないコロナ、感染のリスクと隣り合わせであり、目の見えない敵との戦いに日夜奮闘されている医療従事者の皆様には感謝しています。

神奈川 男性 50代 コロナの影響もある中、数多くの患者さんを視て頂けることで、そのお陰で、日々を安心して、過ごさせていただいております。感謝致します。

滋賀 女性 50代 とても感謝しています。普段から医療従事者がいなければ生きていけない一般人ですが、今回の事で身にしみて有り難さを実感しています。

東京 女性 50代
本当に感謝しています。

体力・精神的にも辛い状況かと推測いたしますが、医療従事者の方々、one?teamで乗り切って下さい！

神奈川 女性 50代 この大変な中いつもと変わらずお仕事してくれている皆さんには本当に感謝の気持ちしかありません。身体に気をつけて頑張ってください?

愛知 女性 50代 先の見えない状況の中で、患者を救うため、感染の広がりを押さえるために、全力を尽くしてくださっていることに心から感謝します。

広島 女性 50代
責任感をもって、患者に対応してくださって、本当にありがとうございます。

誰がどんなひどい中傷をしても、私たちは感謝してます。

滋賀 男性 50代 医療従事者の方には、新型コロナウィルスの対応、有り難うございます。この感染症克服するまで、大変ですが、宜しくお願いします。

神奈川 男性 50代 感染の危険にさらされながら、第一線で戦ってる医師、看護師、そのお子さんをあずかる保育士、関係の皆さんには頭が下がります。

大阪 男性 50代 自らの命を掛けて見えない敵と戦う事で、私たちの命を守って下さる全ての医療関係者の方々に深く感謝し、ご無事をお祈り致します。

兵庫 女性 50代 自分が感染するかもしれないリスクを負って、患者のために働いてくださって、頭の下がる思いです。本当にありがとうございます。

神奈川 女性 50代 私はコロナとは関係ない持病でかかってるけど、コロナのこともあって大変だと思います。お疲れさまです。ありがとうございます。

滋賀 女性 50代
心ないことを言う人もいるようですが、大多数の人達は皆様方に感謝しております

どうぞお体お心お大事になさってください

大阪 女性 50代 感染の恐怖と闘いながら日夜患者のために尽くしていただいて、感謝の言葉しか見つかりません。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 50代 いつもありがとうございます?コロナが１日も早く終息するように祈っています。コロナに負けず頑張っていきたいですね。

神奈川 男性 50代 命がけで新型コロナウイルスを治療している医療従事者にこころから感謝しています。社会にはいなくてはならない存在です。

滋賀 女性 50代 感染の最前線でストレスを受けながら医療を守って下さりありがとうございます。せめて感染しないよう、日々気をつけます。

滋賀 男性 50代 終わりの見えない取り組みですが、身体に気をつけて、コロナウイルス感染者の命を守っていただき、ありがとうございます。

滋賀 男性 50代 風評被害のおおいなか、医療従事者には、感謝いています。私たちも、出来るだけ自粛しています。お互いに頑張りましょう！

東京 男性 50代 みずから感染の危険のなか、休み無く戦っていただき感謝しています。早くお休みが取れる日常が来ることを祈っています。

滋賀 男性 50代
日々大変な事と存じます。

姪夫妻も医療従事者ですので、ご家族の不安も計り知れないとは思いますが、頑張って下さい。

神奈川 女性 50代 感染するかもしれないリスクを背負い、今出来ることを精一杯してくださってる医療従事者の皆さんには感謝しかないです。

兵庫 女性 50代

日本の医療を支えてくださって本当にありがとうございます。

皆さんのお体も大切にしてください。

頑張って下さいね。

滋賀 女性 50代 ご自分の身体、ご家族への感染のリスクを背負いながら見えなウィルスに立ち向かって頂いている事に心から感謝致します。

神奈川 男性 50代 自分自身も感染するリスクに立ち向かい、献身的に我々の社会維持のためにお仕事していただき、ありがとうございます。

滋賀 男性 50代

最前線で働く方々へ

自分たちで出来ない事を命かけてまで携わって頂き大変感謝してます

有り難う御座います

兵庫 女性 50代

凄く勇気があると思います。

私だったら逃げ出してしまうのではないかと思います。

本当にありがとうございます。

神奈川 男性 50代
コロナの感染リスクの最も高い職場で作業していただきありがとうございます。

毎日不安を抱えている事と思います。

東京 女性 50代 医師、看護師、薬剤師と記載がありたすが、更に臨床検査技師、その他の医療関係者の方にも、心から感謝しています

奈良 女性 50代

自分の家庭家族の心配よりも

患者さんの事を第一に考えて治療に専念されている方々に

心より感謝いたします。

神奈川 男性 50代 命の危険にも顧みず、懸命に治療して下さってありがとうございます。くれぐれも命だけは大切にはしてください。

神奈川 男性 50代 自身や家族の感染リスクもあるなか、人のため社会のために身を呈して職務に邁進する姿には本当に敬服します。

神奈川 男性 50代
医療者に負担を掛けないように感染しない、させないよう自制しています。

収束する迄お互い頑張りましょう。

滋賀 女性 50代
ありがとうの一言しかありません。

日々、危険にさらされながらも治療にあたって頂きありがとうございます。

兵庫 女性 50代 最前線で戦う医療関係者、またその回りでサポートしている清掃や事務、警備などの人達に感謝しかありません。

東京 女性 50代 日々感染の恐怖と向き合い、患者と接してくださっていることに感謝しかありません。ありがとうございます。

滋賀 女性 50代
常日頃から医療関係者さんにはお世話になっています。

特に今回は大変な状況の中ありがとうございます。

山口 男性 50代 命の危険にさらされながら、私達のために働いてくださる医療関係者のみなさんに心からお礼申し上げます。

秋田 女性 50代 色んな事言われると思いますが、あなた達がいるお陰で私達が安心していられます。ありがとうございます。

兵庫 男性 50代
歯科医の医師の先生、

コロナへの感染リスクが高いなかを治療をしていただきありがとうございます。

神奈川 女性 50代
お陰さまで病院に行くことはありませんが、

この大変な時期に、懸命に対処して頂き感謝しています。

神奈川 男性 50代 リスクと背中合わせの状況かつ、24時間体制で献身的に対応していただけていることに感謝いたします。

滋賀 女性 50代 危険をかえりみず、本当にありがとうございます。感謝します。これからもよろしくお願いいたします。

兵庫 男性 50代 コロナで大変ですが、あなたたちのおかげでわたしたちは安心して生活できます。いつも、ありがとう！

神奈川 男性 50代 コロナ感染の危険の中患者に向き合い治療してくださり感謝します。私も感染しないよう心掛けます。

埼玉 女性 50代
大変な中毎日お仕事ご苦労様です。

皆さんの頑張りが私たちを救ってくれていると感謝しています。

北海道 男性 50代 寝る間も惜しんで対応してくれている医療者に心から感謝しています。本当にありがとうございます。

滋賀 男性 50代 本人だけでなく家族にも感染の恐れがあるにも関わらず、日々の医療活動、心より感謝いたします。

滋賀 女性 50代
自分は色々な病気を持っています。特に糖尿病を持っています。

今インシュリンを打っています。

滋賀 女性 50代

お疲れ様です

ありがとうございます

これ以外の言葉が見つからないです

本当に本当に

滋賀 女性 50代 ありがとうございます。お疲れさまです。以外に言葉では、言い表せません感謝しかありません。

神奈川 女性 50代 コロナで大変でしょうけど、感謝しております。これからもお体に気をつけて頑張って下さい。

神奈川 女性 50代

毎日、毎日お疲れ様です。

ありがとうの言葉しか見つかりません…

ありがとうございます。

神奈川 女性 50代 私は3か月お気に薬を貰いにいくのですが何時いっても、顔をおぼえてくれて嬉しい???です

神奈川 男性 50代 医療従事者の方々には本当に頭が下がる思いでいっぱいです。お身体に十分気をつけて下さい。

兵庫 女性 50代 忙しさに耐え、日々感染症対策に取り組んでくださっていることに、心から感謝申し上げます。

兵庫 女性 50代
誰でもできる仕事ではありません。

どうかご自愛の上、患者さんのために頑張ってください。



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

神奈川 男性 50代 人の健康を大切に考えている医療従事者の方々は、先ず自分の身体を大切にしてください。

滋賀 男性 50代 色々コロナ感染するかわからない中防護服まで着て一生懸命たたかってる姿に感謝してます、

東京 男性 50代 医療に関わる全ての皆様に感謝しております。(このような表現しか出来ず申し訳ないです)

大阪 女性 50代 本当にありがとうございます。感謝しかありません。少しでも早く落ち着くことを祈ります。

北海道 女性 50代 連日感染のリスクを抱えながら、診察や看護にあたる労務は大変過酷なことだと思います。

埼玉 男性 50代 救急医療や病院の方々の日頃の行いには大変感謝しております。ありがとうございます。

京都 男性 50代 コロナに感染するかもしれないのに危険を背に患者に接しておられるのに感謝です。

滋賀 男性 50代 医療従事者の方の熱意によって私達の命が守られています。本当にありがとうございます。

東京 女性 50代 医療従事者の皆様のご尽力にはただただ頭が下がります。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 50代 感染リスクがあるにもかかわらず頑張ってお仕事されている皆さんに感謝しかありません

神奈川 男性 50代 何人かの知人も医療関係者です。早く平穏な日が来ます様に思います。日々感謝します。

神奈川 男性 50代 コロナでバタバタしているこのご時世でも親切丁寧に応対してもらって感謝しています。

神奈川 男性 50代 公私共に不安なことが多々ある中での日々かと存じますが、陰ながら感謝しております。

群馬 男性 50代 感染症が流行りの時は自らを危険にさらして治療にあたっていただける事に感謝です。

滋賀 女性 50代
安心して医療を受けられるのも彼らのおかげ、彼らも大変なはずなのに。

感謝です。

兵庫 女性 50代 最前線で日夜頑張ってくださっていることに感謝しています。ありがとうございます。

滋賀 男性 50代 大きなリスク抱えながら、日々業務に従事され大変かと思いますが、頑張って下さい。

滋賀 女性 50代 体力面でも精神面でもとても大変だと思います。本当に尊敬して感謝しています。

東京 男性 50代 現在の日本を救っているのは医療現場の方々のお陰です。心より感謝申し上げます。

滋賀 男性 50代 医療従事者、医療機関で働く全ての方とその御家族に心から感謝し敬意を表します。

宮城 男性 50代 コロナの恐怖と戦いながら、頑張っていただいていることに感謝しかありません。

神奈川 男性 50代
感染リスクのある現場でのお仕事いつもご苦労様です。

ありがとうございます。

神奈川 女性 50代 命懸けで凄いです。尊敬します。家族身内の方も、協力して凄いし、尊敬します。

滋賀 女性 50代
生きていくために欠かせない医療

年を重ねた分ありがたみが身にしみます

滋賀 女性 50代 感染のリスクと戦いながら最前線で頑張っていただき、ありがとうございます?

神奈川 男性 50代
皆さんのお陰で安心して暮らせます。

もう少しです、お互い頑張りましょう！

大阪 女性 50代 おかげさまで、笑顔でいられます。少しでも心安らぐ時間が得られますように。

神奈川 男性 50代 いつも有り難うございます。いつでもPCR検査受けられる事を願っております

神奈川 女性 50代 雑談のような何気ない一言に気持ちが軽くなります。ありがとうございます。

滋賀 男性 50代

とても大変だと思います。

でも頑張って下さい。

心より感謝しています。

千葉 女性 50代 命懸けでコロナの患者さん達を助けてくれて…本当にありがとうございます。

京都 女性 50代 患者のことを考え、治療していただいていることをありがたく思っています。

兵庫 女性 50代
本当に大変だと思います。

ご自身のお身体も気にかけて、ご自愛下さい。

神奈川 男性 50代 危険を承知で献身的に頑張っておられる皆さんには頭が下がる思いです。

神奈川 男性 50代 日々感染の恐怖や不安のなか、人を救うために働く姿に敬意を表します。

神奈川 男性 50代

誰もやりたくないはず

だけどやらなくていけない現実

感謝のみです。

神奈川 男性 50代 命を守るため、懸命に取り組んでおられる皆様、ありがとうございます。

大阪 女性 50代 ご自分や家族にも感染する可能性があるのに、ご尽力に大変感謝します。

神奈川 男性 50代 未知の病気と勇気を持って戦い続けていることに感謝しかできません。

滋賀 女性 50代 患者の為に日夜奮闘してくださっている皆さんに感謝しかありません。

東京 男性 50代 危険と隣り合わせの業務、大変だとは思いますが、頑張ってください。

埼玉 男性 50代 忙しい状況にもかかわらず懇切丁寧に対応頂きありがとうございます。

埼玉 男性 50代 軽々しく言葉にできませんが心より感謝とエールをおくりたいです。

東京 男性 50代 大変な勇気で日々闘っていらっしゃる皆様を心から尊敬しております

神奈川 男性 50代 薬局の皆さん、薬を求める私達への隔たりのない応対に感謝します。

埼玉 女性 50代 献身的に、新型ｺﾛﾅに立ち向かう医療関係者の方々に感謝します。

滋賀 女性 50代 大変なお仕事、ありがとうございます。お身体大切にしてください。

神奈川 男性 50代 感染の危険を承知の中、毎日頑張って頂き、ありがとうございます。

神奈川 女性 50代 物資不足や十分な休みも出来ない中の治療ありがとうございます。

千葉 男性 50代 命がけで仕事してくださっていることに心から感謝しております？

滋賀 男性 50代 命がけでお仕事をしてくださって、本当にありがとうございます。

大阪 男性 50代 いつも親身になって話を聞いていただいてありがとうございます。

兵庫 女性 50代 ただただ感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。

兵庫 女性 50代
感謝の気持ちは一杯です。

伝える機会がすくないですが…。

神奈川 男性 50代 コロナ対応の裏で日々の医療業務に務める方々に感謝します。

兵庫 女性 50代
皆様のお陰で、元気でいられます。

ありがとうございます。

鹿児島 男性 50代 危険性の高い現場で対応いただいている方々に感謝します。

滋賀 男性 50代
コロナ感染が心配な中、

お仕事、ありがとうございます！

千葉 女性 50代 医療機関に従事されている全ての方に感謝申し上げます。

大阪 女性 50代
危険な状況の中後見していただき

ありがとうございます

滋賀 女性 50代 大変な毎日とは思いますが、お体に気をつけてください。

神奈川 男性 50代 今最前線でコロナと戦っている皆さんに感謝します。

兵庫 男性 50代 長期間にわたる献身的な従事ありがとうございます。

愛知 男性 50代 感染危険がある中、本当にありがとうございます。

神奈川 男性 50代 医療従事者の皆様、本当にありがとうございます。

神奈川 男性 50代 皆さんリスクしょってありがとう！ご苦労様です。

神奈川 女性 50代 一切の無事故とご健康を毎回ご祈念しております。

兵庫 男性 50代 壁となって守ってもらえてありがたいです。

神奈川 男性 50代 最前線で働く皆さんに、本当に感謝しています。

滋賀 男性 50代 本当に献身的に対応頂きありがとうございます。

滋賀 男性 50代 医師看護師の責任感の強さに感謝します。

神奈川 女性 50代
いつもお疲れ様です

ありがとうございます

兵庫 男性 50代 すべての医療従事者の方々に、感謝します。

大阪 男性 50代 毎日、緊張感の中でのお仕事ご苦労様です。

千葉 男性 50代 大変な中、本当にありがとうございます。

神奈川 男性 50代 ありがとうございますの一言につきます。

兵庫 女性 50代 毎日、大変な中でありがとうございます。

滋賀 女性 50代
ありがとうございます。

感謝します。

滋賀 女性 50代 大変ですがもう少し頑張って下さい。

神奈川 男性 50代 いつも本当にありがとうございます！

滋賀 男性 50代 とにかく無理をせずに頑張って下さい

兵庫 男性 50代 いつも大変ですが、頑張って下さい。

兵庫 男性 50代 ただ一言、ありがとうございます!

神奈川 男性 50代 偏見に負けずに頑張って下さい！

大阪 女性 50代 ほんとにありがとうございます

神奈川 男性 50代 大変な時分にご苦労様です。

兵庫 男性 50代 本当にありがとうございます

滋賀 男性 50代 いつも感謝しております。

滋賀 男性 50代 分かりやすくて良いよ。

滋賀 男性 50代 日々感謝しております。

神奈川 男性 50代 ありがとうございます?

大阪 男性 50代 ありがとうございます。

神奈川 男性 50代 ありがとうございます！

滋賀 男性 50代 ありがとうございます

滋賀 男性 50代 頑張ってください??

滋賀 男性 50代 ありがとうございます

埼玉 男性 50代 大変ご苦労さまです。

兵庫 男性 50代 いろんな、人いる。

千葉 女性 50代 ただただ感謝です。

埼玉 男性 50代 毎日お疲れさまです

滋賀 女性 50代 大変ご苦労様です。

兵庫 女性 50代 お疲れ様です。

大阪 男性 50代 感謝、この一言。

大阪 男性 50代 ご苦労様です。

神奈川 男性 50代 わかりやすい。

滋賀 男性 50代 ありがとう！

東京 男性 50代 尊敬」の一言

神奈川 男性 50代 ありがとう

大阪 女性 60代

いつも言葉だけでは足りないくらいの感謝の気持ちでいっぱいです。皆様の尊い精神のお陰で私達は生きさせて頂けております。こんな最前線でのお仕事をきっとご家族の方からは、心配されて辞めて欲しいと思われている事でしょう。でも、分かっているからこそ、そ

の言葉は医療関係者の方々には、かえってストレスを生じさせるかも知れません。物資も豊富では無い中、皆様の尊いお仕事に敬意を表する事くらいしか出来ませんが、少しでも御心に寄り添えればとメッセージ書かせて頂きました。本当に有り難う御座います。最後に

無理な事かも分かりませんが、皆様がご無事で、この危機を乗り切れる事を心から祈るばかりです。

神奈川 男性 60代
自宅待機の一般人はとりあえずは人にうつさない、人からコロナをもらわないだけを考えれば良いのだが、医療関係者の方々はコロナかもしれない人や陽性患者に医療器材も不足の中、直接接するというとてつもなく危険な中で従事され大変さを思っております。パチン

コやクラブに通った心得違いな輩もコロナになれば病院が頼りになるかと思いますが医療関係者からも政府に言いたい事を言ってはどうでしょうか？知り合いに医療関係者もおりますが、最近会いません、病院に泊まっているかと思います。

滋賀 男性 60代

医療従事者の皆さん。

日夜、自身の感染の危険性があるなかを、未知のウイルスへの治療、感染拡大の抑止にあたっていただき、どの言葉を持っても言い尽くせないくらいの感謝の気持ちと、皆さんの使命感、責任感に尊敬の念を抱いております。

また、医療従事者のご家族の不安な日々もお察しします。

今後も自身の安全を第一にいただくことと、ウイルス対応の期間が1日でも早く収束、終息することを願っています。

神奈川 女性 60代
今回のコロナ感染による医療従事者の方々のご苦労は並大抵の苦労ではない事をお察しいたします。十数年前夫を胆嚢癌で亡くしました。その時私達に任せてください。ご自分の体を大事にしてくださいと言ってくださいました。手厚い看護に感謝の気持ちでいっぱいで

す。命掛けで私達を守って下さっている医療従事者の皆さん以前言ってくださったご自分の体を大事にしてくださいを捧げます。

神奈川 男性 60代
医療従事者並びに関係者の皆様に毎日毎日大変な思いをされて非常に感謝しておりますこれからもこのウイルスと何年付き合うかも分かりませんが私に今言えることは頑張ってくださいっていう言葉しかありません私も感染しないように毎日手洗いうがい顔頭を消毒しな

がら毎日頑張っています本当に今は感謝感謝でありますどうか感染しないように頑張ってください



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

兵庫 女性 60代

ありがとう??の言葉しかありません。感謝しかありません。お仕事とはいえ、怖い気持ちは誰しも同じです。家族もいますからね。それを承知の上で患者さんに寄り添ってくれるその気持ちは誰もができることではありません。ホントにホントにありがとうです。私たち

は少しでも医療従事者のかたの仕事を医療崩壊を起こさないように自粛してできることをしたいと思います。

ありがとう??

兵庫 女性 60代

最前線で戦ってくださる皆様のおかげで私たちはコロナから守られています。私はステイホームで今まで忘れていた小さなことにも感謝することを思い出しました。せめて自分がかからないこと周りにかからせないことそれぐらいしか皆様にお返しすることはできませ

ん。どうか身体にお気をつけてご家族のためにも健康でいらしてください

心から感謝いたしますありがとうございます

滋賀 女性 60代

毎日、コロナに感染するかも知れないという不安と戦っていただき感謝します。

なかなか、自身の健康を振り返ることが、あとになりがちですが、どうか、自身の身体の声を聞きながら、しんどい時は、ホットした時間を少しでも取って下さい。ちょっとした笑いがあると心も穏やかになります。しっかり笑って下さい！

これからもとうぞよろしくお願いいたします。

神奈川 男性 60代

「感謝」という２文字でだけは、言い尽くせないくらい「感謝」しています。

私も陰ながら、運送業という立場で、支援させて頂いています。

自分が感染したくない自己中心的な気持ちだけで、医療従事者を差別するような輩がいることが、本当に嘆かわしい。

自分は、何もしてあげられないが、感染して医療従事者に迷惑を掛けないようにしたいと思います。

神奈川 女性 60代
私自身は直接お世話になっていません。検診も持病の診察もキャンセルしました。私が感染源になってはいけないと思ったからです。今の私に出来る事はこのぐらいです。テレビで医療の現場を見てショックを受けても、ただただどうにかしてあげられないのか！医師の

方、看護師、その他関係者の方の勇気と使命感にはほんとに感激、感謝しております。

北海道 男性 60代

今この最中に、渓仁会に義父が緊急入院し残念ながら癌となったが至急の処置とたまたま同じ渓仁会で母の定期的な検査診察をしてくれた。

また、私の妹とその娘は看護師で各々別な職場で身を挺し頑張っている。

私達も、自分達を守るためにも、体温管理や消毒などに配慮し、彼等に感染させないように皆んなが注意しましょう。

皆んな頑張ろう！

埼玉 女性 60代
日々、未知のウィルスとの戦いをして自分も感染するかもしれない恐怖の中で患者さんの為に働いて下さり有り難く思っております。英雄なはずなのに誹謗中傷を言う人達がいるというのは何て悲しい事なのでしょう。自宅にも帰れずに車で寝てる方も居るとか。いちホ

テルが医療従事者に利用してもらってるとか、このような輪がひろがればいいですね

北海道 男性 60代

謂れのない誹謗中傷もあるかと思います。ですが、この病気に対して真っ先に対応してくださるのは、救急隊員も含めた医療従事者です。

命がけで戦ってかくださる皆さんに、強い感謝と敬意を送ります。

心が折れそうな時には、私のような者たちが感謝と声援を送り続けていることを思い出してください。

本当にありがとうございます。

滋賀 女性 60代

通院で通う度、コロナ対策が段階的に進みとてもしっかりなされているのを、実感として捉えられるので。大津市の住人としては、安心感を感じています。

どんどん対応される医療機関の方は、本当に苦労、気が休まる間が無い数ヶ月を過ごされています。

お体だけは、大切になさって欲しいと願います。

ありがとうございます?

東京 男性 60代
自分は26歳の時、初めての病気が思いもよらない大病に（難病）それ以来、先生や看護師その他の医療従事者の方々には大変お世話になり生きてまいりました。

今回の感染症に対しては、見えない敵との戦いで危険と隣合わせの中大変な重労働だと思います。呉々も医療従事者も体調に気を付けて頑張って頂きたいとさ念じてます。

兵庫 女性 60代

日々、見えない敵との戦いに従事していらっしゃる方々、本当に感謝の言葉しかありません。

私も基礎疾患があるので、街を歩くのも怖いですが、皆様は本当に戦場に出ていらっしゃるのですね。

皆様も、どうぞかからないように、細心の注意を払ってください。

私も、皆様の迷惑にならないよう、感染しないように注意します。

神奈川 男性 60代
今回のウィルス騒ぎの渦中、自分の持病に対する月例の診察、また先月、母のあまりにも突然の死去に際しまして、本当に医療スタッフの方々の献身的な診療看護を頂きました事、感謝の気持ちで一杯です。

一刻も早くの終息を願い、また日夜奮闘されているスタッフ方々に安息の時間が取れる日が来ることを待ち望んでおります。

滋賀 男性 60代

毎日毎日出勤して、最前線で頑張ってくださってる医療関係者のみなさま頭が下がる思いです。ご家庭もあり、ご家族もお有りだと思います。

ご家族の方々はたいそう心配されていると思います。早くコロナが収束するといいと思います。

くれぐれもお身体を大切に、これからも日本のため、みんなのために頑張ってください。

神奈川 女性 60代

医療者の皆様のお陰で、私たちの命が保たれている事を今回、改めて確認、実感しております。

御自身のお体もくれぐれもお労り下さい。

私個人ができることはとにかく感染しない事。

自粛頑張ります。三密気を付けます。

手洗い、うがい、消毒、マスク徹底してます。

本当に本当にありがとうございます。

埼玉 女性 60代
自分ではない誰かのために一生懸命になってくださる皆さん、ありがとうございます。

皆さんの力がなければ、私たちは日常を取り戻せません。私には、コロナにかからないよう気をつけることしかできませんが、厳しい状況でも頑張ってくださっている皆さんのこと、決して忘れません。本当にありがとうございます。

滋賀 女性 60代

医療従事者の方々本当に毎日ありがとうございます。

危険を感じながらお仕事をして頂き、感謝の気持ちで一杯です。

私達はこれ以上感染を増やさない為に

手洗いやマスク、用事がなければ外出は控えなければいけないと思います。

どうか医療従事者の皆様、感染されない様気をつけて、よろしくお願いします

兵庫 男性 60代
ホンマに有り難いです。みなさんの頑張りのおかげで助かっております。私は糖尿病を持っているので大変リスクが大きいのでステイホームで頑張っております。出勤時はバス?と電車?のリスクが大きいですが医療関係者の方に比べたらまだまだやと思います。ホンマ気

を付けて頑張ってくださいとしか言えません。

神奈川 男性 60代
約30年位前に盲腸をこじらせ腹膜炎で救急搬送で手術しましたその後腸閉塞が持病になり三度開腹手術をしました。その時病棟の看護師さんが本当に親身に世話して下さいました。今だに感謝しています今回のコロナで自らも感染の危険が有るのに頑張ってられる医療

従事者の皆さん本当に偉いと思います。頑張れ?

神奈川 男性 60代

××病院で集団感染とかのニュースも耳にします。そんな中自らの危険を省みず昼夜頑張っている先生、看護師の方々には本当に頭がさがります。ありがとうございます。

月並みですが私たちに出来ることは

自らの行動に気をつけて感染しないこと。そして一刻も早くこの事態を

克服することだと思います。

神奈川 男性 60代
誰もが、コロナに感染されてしまった患者様に寄り添う事が、正直怖いと思う所ですが、御自身のリスクをかえりみず、毎日奮闘されておられると思うと、言葉では表せなくただただ感謝しか出来ず、なにもせず生活している私が、恥ずかしく思います。

皆様の、お体を大切になされ、ご活躍をお祈りしています。

神奈川 男性 60代

自らの危険をかえりみず職責を全うされている医療従事者・関係者の方々

いつも本当にありがとうございます?

心ない言葉もあると聞きますがそんな事に屈せず応援している人達も沢山いるという事をぜひ思い出してください??私達は医療従事者の方々がおられるからこそ日々健康でいられるのですから。

北海道 男性 60代
15年ほど前から、心臓の手術後定期的にお世話になっています。新型コロナが蔓延している中でも、変わらず患者の健康を担って、日夜奮闘されている姿には、頭が下がります。心ない風評差別を聞くこともしばしば耳にしますが、頑張って下さい。くれぐれもご家

族、ご自身の健康に留意して下さい。

滋賀 女性 60代
日々最前線で、コロナ感染と闘っておられる医療関係者（医師、看護師、介護士、薬剤師、セラピスト、事務員、研究者等々）の皆様、ご自身の体と心を労っていただけますように！そのためにも、人員増と資金援助を早急に行う政治判断が求められている。一市民とし

ても、声を上げ続けていきます！

神奈川 男性 60代
この様な時代の中で、働き方改革等々見直されているなかで～仕事とは言え、極限状態での対応に感謝しております(^o^)

報道に依ると、家族の方々に迄迷惑が及んでいるハラスメントには、心無き一部の方と思いますが、気にせず体調壊さず～頑張って下さい、宜しくお願い申し上げます??

宮崎 男性 60代
医療関係従事者の方々は、コロナ感染者の症状回復に向けて、昼夜を問わず我が身や家庭を顧みず誠心誠意取り組まれておられることに頭が下がります。

防護服等が不足するとの情報が入ってくる中においては、感染対策に充分配慮して頂き、これから終息するまでの間、頑張って下さい。

東京 女性 60代
外来受診、検査、入院、投薬、など普段から医療関係者の方々にはとてもお世話になっております。今回の新型コロナウイルス感染拡大では、皆様には大変なご苦労がお有りだとお察しいたしますが、何よりもまずご自身のお身体を大切にして頂き、頑張って頂きたいと

思います。

兵庫 女性 60代
コロナウイルス感染で医療関係者の方にありがとうございます。感染するかもしれない大変怖い中治療をおこなってくださり感謝します。子供をかかえている関係者のかたは大変とお聞きします。体に気をつけてくれぐれも自分を大切にしてください。よろしくお願いい

たします

滋賀 男性 60代
自ら感染の脅威にさらされながらも、患者さんのために奮闘されている姿を見て…想像して、脱帽するとともに心からエールを送ります。

また、新型コロナウィルスに立ち向かっておられる方々以外の医療従事者の皆様にも、あらためて感謝の念とエールを送らせてください。

神奈川 女性 60代

命がけで携わっている医療者の方々には本当に感謝しております。毎日ニュースや情報番組をみて、何も出来ないことを歯がゆく思っています。私に出来る事は、感染しないように気を付けるだけです。

これからもよろしくお願いいたします。

ガンバってください。

滋賀 男性 60代 新型コロナ治療にあたっておられる皆様には本当に感謝の念に耐えません。また直接的にコロナの治療にあたっておられない方々も様々なしわ寄せがあるなかを頑張っていただいていると思います。いろいろと心無い戯言をいうかたもいますが、本当に感謝しています。

神奈川 男性 60代 自分も感染するかも知れない状況で、家にも帰らず、患者さんの為に闘っている皆さん、大変ご苦労様です。そして本当にありがとうございます。早く、一日でも早く状況が良くなる様祈るしか出来ません。ありがとうございます。そして気をつけて、頑張って下さい。

滋賀 女性 60代
突然のコロナ発生から現在まで、感染者病棟で働く皆様を始め、地域医療に携わってくださってる全ての方々に心から感謝と労いの言葉を捧げます。

感染のリスクを常に背負いながらのお仕事、本当にありがとうございます。どうか御自身のお身体もご自愛下さい。

滋賀 女性 60代
未知のコロナウィルスが拡大して、病気を持っている身である中、忍び寄る恐ろしさを感じながら、日々過ごしてます。医療者の皆様には不安の中、無理な勤務状態をかえりみず、奮闘して頂いてる事に感謝してもしきれません。

本当にありがとうございます?

東京 女性 60代

心の底から敬意と感謝を伝えたいです

私は大きな病気でお世話になることは今のところありませんが、いつお世話になるのかわからないし、そんな方たちを守ってお世話してくださっている方たちへの感謝は言い表せないです。

ご自愛頂いてお過ごしください

兵庫 女性 60代

マスクや防護服も足りない中自らの命も保証されない状態で体をはって頑張ってくださっていることにただただ感謝しかありません

政府のやっていることが不自然で国民を守っているとは到底思えない

医療器具とかは最低限揃えてあげるべきである

兵庫 男性 60代
今まで、全身麻酔による手術を4回受けています。医療に従事されている方のサービスなくして私の現在はありません。

その間、子供たちのひとり立ち、結婚、孫の誕生など、素晴らしい幸せを経験する事ができました。本当にありがとうございます。

兵庫 女性 60代 今回のコロナウィルス感染拡大防止だけではなく、日頃から医療従事者の方には本当にお世話になっています。辛い気持ちも心温まる励ましで救われた事もあります。私自身心臓血管外科のドクターに手術をして頂き感謝の気持ちは忘れられません。

神奈川 男性 60代

医療関係者の方々におかれましては、日々大変な状況ですが、感謝申し上げます。

ここ数日、感染者の数が減少してきていますが、このまま終息に向かうこたをお祈りいたします。

また、医療関係者のご家族の方々にも感謝申し上げます。

神奈川 男性 60代 私は、癌の治療で定期的に病院にいきますが、その度に看護師の方々を見ていると、こんな大変な仕事よくできるなと、思います。コロナの影響でなを体力と気力を使うわけで、くれぐれも自身の体とご家族を大切になさって下さい。

神奈川 男性 60代
毎日過酷なスケジュール及び感染の恐怖、ご自分の生活、差別されたりの中で医療に勤め続けておられる医療関係者の方々に大変感謝しております。

段々感染者数も減ってきて参りました絶対に伝染らない事祈っております。

神奈川 男性 60代 医療従事者の皆様、ご自身やご家族への感染不安の中、患者様の命のために尽力いただきありがとうございます。利他愛、本当に尊いです。差別や偏見など気にせずご自身を信じてください。何も出来ない私ですが応援しています！

兵庫 男性 60代 自分が感染する危険を顧みず、治療、感染抑止に、献身的なお仕事ぶりには、ただただ頭が下がります。同僚に感染者が出れば、自分の勤務もよりハードになると聞いています。お体に気を付けて、今後ともよろしくお願いします。

兵庫 女性 60代 どっぷり医師家系なので常日頃からその大変さは身に染みておりますが、今は何十倍もの危機感を胸に感謝の気持ちでいっぱいです！一日も早くワクチン並びに治療薬の発見が叶い医師が本来の医師としての生活に戻れますように。

兵庫 女性 60代

自らの危険を顧みず、不眠不休で命を救って下さる医療従事者の方々に感謝致します。

どうか、皆さま、ご自身のオカラダを守ってください。勝手な発言ですが、沢山召し上がって睡眠取ってください。

有り難うございます??

滋賀 女性 60代 不眠不休のような状況下で人類愛を発揮し従事して下さって頂き感謝の言葉も見付かりません。どうか御自身の御身も大切にして下さいませ。私達も個人レベルではありますが、医療関係者の方々の負担にならない努力を致します。

滋賀 女性 60代
災害や急な、感染症等どんな時でも、一番かかわるのが、医師、看護師さんがたです、本当に大変だと思います。

今回の、コロナでは、ご自分にもふりかかりうる事なのに、頑張って下さっていることに感謝しております。

大阪 男性 60代 人間にとって人の世話に成らない事は無く,人の文字の様に支え合わなければ生きて行けない｡感謝と信頼が有ってこそ人生街道があると思います。此からも宜しくお願いします。そして,世の為人の為に頑張って下さい。

神奈川 女性 60代 医療従事者の皆様の命がけのお仕事に感謝致します。皆様のおかげでたくさんの方が救われています。私達もこれ以上広がらないよう今は外出自粛をして一日でも早く以前の生活が戻ることを祈っています。

神奈川 女性 60代

自分のリスクもかえりみず、コロナと最前線で戦ってくださっている

医療従事者の方々には心より感謝いたします。

戦場に赴く特攻隊のようです。

ご自身を守っていただくと共に一日も速い収束を祈っております。

滋賀 男性 60代
感染したら貴方に頼るしかありません。でも決して無理はしないでください。貴方の大切な方のために。

その時は、私の命は諦めます。無理はなさらないで精一杯の治療をお願いします。毎日ありがとうございます。

滋賀 男性 60代 母の入院中に見舞いに行きましたが親族でも週に1回程度で短時間、無論マスク、アルコール消毒してとの事でした。緊急事態宣言以前でしたが早く日常を取り戻して、医療従事の方々の負担額軽減に繋がって欲しい。

神奈川 女性 60代

長期間になり、ご自身の体調も大変な中、本当にありがとうございます??

しっかりと、栄養を取って下さい。

困ったことが有りましたら、随時発信して下さい。

本当に、お疲れ様

ありがとうございます。

滋賀 男性 60代 私がお世話になっている皆さんは直接コロナの患者に接していなくても毎日色々な患者に接するわけで精神的に大きなストレスをお持ちだと察します。でもいつものように親切に応対していただき頭が下がります。

神奈川 男性 60代 皆様の日々献身的に治療に専念されてる姿に心から深く感謝申し上げます。誰でも出来る事ではありません。皆様のお陰で我々は元気でいれるし、生きてもいれるのです。皆様の健康が心配です。ご自愛ください。

兵庫 男性 60代
コロナウィルスの感染者数が正確に把握出来ていない中、患者の手足をするのも気を付けて対応してください。外出制限の中本当に有り難うございます。

くれぐれも感染しないよう気を付けて頑張って下さい。

兵庫 女性 60代 インフラ従事者とともに自分も感染するかもしれないという恐怖にもめげず使命をはたし、頑張っておられると言うことに心から敬意を表します。きっと収束の日がやってきます。どうかご無事でいてください

兵庫 男性 60代 心無い差別をする人がいるようですが、それ以上に多くの人が皆さんに感謝していることを心に留めていて下さい。頑張りすぎないで、継続可能なレベルの頑張りをお願いします。本当に有難うございます。

滋賀 女性 60代 日々、コロナ感染防止のために、自身の命を削ってまでも奮闘されていることに涙が出ます。私たちもしっかりと三密を守り、うがい、手洗いそしてステイホームでがんばります。ありがとうございます?

兵庫 男性 60代 サーズの時にベトナムで活躍されたイタリア人医師が懸命に努力されて命を落としましてが、日本の医療関係者の方々も同様の熱意を持って頑張っていらっしゃると思います。本当に頭が下がる思いです。



Q1あなたのお住まいの

都道府県を

教えてください。

Q2　あなたの性別を

教えてください。

Q３あなたの年代を

教えてください。
Q5医療者への感謝の気持ち

滋賀 女性 60代
医療関係者の方々皆様。毎日危険を顧みず見えない敵に立ち向かい戦って下さっていることに深い感謝と敬意を申し上げます。

どうかご自分のお身体もお大事に。もうしばらくよろしくお願いします。

滋賀 女性 60代
１人でも医療従事者の方に迷惑がかからないように（感染しないように）毎日買い物や出歩いてましたが、週一だけにしてます?日中は家の中で過ごし、

早朝5時から40分程毎日散歩をしてます。

滋賀 男性 60代
日々人々の命を守るために文字通り献身的に働いて下さっている医療関係者の皆さんに心より感謝申し上げます。

早期の収束の為に、私たちも出来ることで自分と周囲の人達を守りたいと思います。

神奈川 女性 60代 ありがとうございます。そして、元気でいてください。私に出来ることは免疫力を高めコロナに負けない身体になるとこだと日々努力しています。ありがとうございます。他の言葉が見つかりません。

滋賀 男性 60代 感染リスクを抱えながらも最前線で闘ってくださることに頭が下がります。仕事とはいえ患者さんのために努力をお願いすると同時にご自身の健康にも気を配ってください。よろしくお願いします。

兵庫 男性 60代

感染リスクと対処法が確定しない未知の見えない相手との戦い。

御苦労様では済まされない。

心無い誹謗中傷、無神経な身勝手行動。情けない??

本当に御苦労様と有り難うを伝えたい??

北海道 男性 60代 医療者の方々は、大変な日々だと思っています。コロナウイルス感染に気付けて、頑張って頂き感謝しています。有難う御座います。身体を大事にして、これからも元気で頑張って頂きたいです。

滋賀 女性 60代
医療に従事して頂いている皆様、また、関係者の皆様、毎日大変だと思っています。本当に感謝しています。

ありがとうございます。ご自身のお身体も大切にして頂きたいと心から願います。

兵庫 男性 60代 今回のウイルスは無症状でも感染力があるたちの悪いものですが、その中で防護衣等が不足する中患者の命を守る仕事に邁進される勇気、使命感に感服し、感謝いたします。頑張ってください。

兵庫 女性 60代 誰にでもできる事ではないと思います。娘が、医院の受付を、していますが、それでも、毎日、心配です。直接、患者に接する看護師さんも大変だと思いますが、家族の方の心配も分かります。

兵庫 女性 60代
自粛の中自分達も感染するリスクの中お仕事していただき感謝しております。

開業医の先生たちも感染を回避策を講じがんばっています。1日も早く終息し落ち着く事を祈り、願っています。

滋賀 女性 60代
多くの不安や葛藤とむきあいながらも、強い使命感と責任感で、心身の限界を超えての日々だと思います。

どうぞ、よろしくお願い致します。医療従事者みな様の命も守ってくださいませ。

兵庫 男性 60代

医療機関の皆様、救急隊の皆様は休むこともままならず頑張っていらっしゃって本当に頭が下がる思いです。感謝いたします。

ご家族の皆様にも感謝いたします。

有り難うございます。

滋賀 女性 60代
医療従事者の皆様、日々コロナ感染の危険にさらされながら、私達の健康を守る為、ありがとう御座います。

普段にも増して忙しい毎日でしょうが、どうぞ皆さまご自愛下さい。

滋賀 男性 60代 毎日感染医療の最前線で大変な業務に従事されて日本国民をお救い頂き深く感謝申し上げます。１日も早く終息する事を願い責任有る行動を取りたいと思います。ありがとうございます。

滋賀 女性 60代 自らが感染する恐怖に怯えながら使命感をもって医療業務に従事される方々には感謝しかありません。どうか体に気をつけて頑張って下さい??一日も早く平和な日が訪れますように??

神奈川 女性 60代 家族を抱え、一生懸命に命をおしまず頑張り尽くす姿に感銘します。私も食料品関係の仕事の為出勤していましたので、気持ちは十分過ぎる程わかります。微力ながら応援申し上げます。

神奈川 女性 60代

医療従事者の皆様、最前線でウイルスの治療にあたっていただきご苦労様です。

ありがとうございます。

ただただ感謝のみです。

どうぞくれぐれもお身体気をつけてください。

大阪 女性 60代

当たり前のように日々過ごせることに

影で支えてくれる人達がいたからこそ

今になって気づきました。

身近に頑張っている人を応援するためにもstayhomeしています。

滋賀 男性 60代
医療者の皆さま、コロナウイルスを撲滅するため、昼夜を問わず職務にご尽力いただき誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。

益々のご活躍をお祈りいたします。

神奈川 男性 60代 私を含め家族は介護や医療、薬局で働いており、休みたくても休めない状況で、特に医師や看護師の方の肉体的、精神的な苦労は大変なものだと思います。ありがとうございます

大阪 女性 60代 身内に看護師が居ます。本当に患者様のために必死にやっています。彼女を見ていると、それ以上にお医者様、看護師の方々、それ以外の医療従事者の方々に心から感謝です。

神奈川 男性 60代 国民の命をこの防護具が不足しているなか一生懸命頑張ってる姿に敬意を捧げます。家族のかたにも感謝いたします。皆さんに負担がならないように感染防止につとめます。

兵庫 男性 60代
感染の危険にさらされながら、使命感を持って、献身的に対応しておられる医療従事者の皆さま、心から敬意と感謝の気持ちを捧げます。

本当にありがとうございます。

大阪 女性 60代
感染するリスクを負いながらも患者を助けたいという使命感で頑張って下さっている全ての医療従事者の方々には本当に感謝申し上げます。

くれぐれもご自愛下さい。

千葉 男性 60代 私の親類が開業医で、covid19の疑いがある患者さんを駐車場の仮設テントで診療してました。お昼ごはんを食べる時間を削って診察する姿に感謝しております。

兵庫 女性 60代 感染者の中に、入って治療をはじめとしてその他いろいろ、と感染者のため本当に頭が下がる思いです。仕事とはいえ、我が身家族のこと、感謝で、いっぱいです。

兵庫 男性 60代
医療に携わる方々は人の命を守ると言う崇高な立場で日々仕事をされており、そのおかげで私たちは安心な毎日を送ることが出来ています

感謝の言葉しかありません

神奈川 男性 60代 志を立てて、自ら決めた道を真っ直ぐにすすんでいる皆様本当にありがとうございます。今は気持ちだけで従事されている事と思います。どうか御自愛くださいませ。

滋賀 女性 60代

毎日、とても大変なお仕事をされている事に感謝します。

お陰様で、滋賀県に於いては、多くの方が無事に退院されました。

お身体大切に、お気をつけください。

兵庫 男性 60代

全ての医療関係者の方々には感謝しても感謝仕切れません。

心ない一部の人からの差別や誹謗中傷は同じ人間として考えられません。

感謝の言葉しかでません。

神奈川 男性 60代 感染の心配もある中で、コロナウイルスと闘い患者さんを救って頂き本当にありがとうございます。これからも応援していますので身体に気をつけ頑張って下さい。

兵庫 女性 60代
私は５つの基礎疾患が有り、毎週のように病院に通っています。

大変な状況の中、平常心で病院でお仕事をしていただいている全ての皆様に感謝申し上げます。

神奈川 女性 60代 かかりつけ医の松田クリニックの皆様に感謝しています。薬のアレルギーがあり市販の薬が飲めないのでコロナ禍でも親身に診ていただきありがたかったです。

兵庫 男性 60代 感染を防御する道具が不足する中不安を抱え逃げ出す人もいると聞く。それでも献身的にされていることに頭が下がる思いです。身体に充分注意してください。

滋賀 男性 60代 自分たちも感染リスクを背負いながら、何とか感染拡大を押さえ込んでいる知恵と努力に頭が下がります。自分たちの身体にも十分気をつけて対応して下さい。

東京 男性 60代

持病で毎月病院に通っています。

いつも献身的に接してくれる医療関係者の方々、ありがとうございます。

感染に気を付けてこれからも頑張って下さい。

神奈川 女性 60代
未知のウィルスに命がけで対処してくださっていることは大変ありがたく、敬意を持っております。

ご自身とご家族も大事にしていただきたいと思います。

神奈川 男性 60代 医療従事者の皆様、日々ご奮闘、ご苦労様です。私は何も応援する事が出来ませんが、せめて病気にならないように心掛けています。ありがとうございます。

滋賀 男性 60代
コロナ対応されている方には非常に感謝しています。

但し一般の開業医の皆さんは自己中心のような気がします。もっと積極的に対応して欲しいですね

滋賀 女性 60代
日々、目に見えないウィルスの不安に、1番近くで、頑張って下さり、本当に有り難うございます????♀?????

感謝しか、有りません???

兵庫 男性 60代
新型コロナウイルス感染症の医療現場で頑張っている医療従事者の皆様を感謝の気持ちで応援しましょう。

医療従事者の皆様ありがとうございます。

兵庫 男性 60代 頑張っていただいているドクターには感謝感謝です。そしてモラルの低いドクターが本来医者の仕事とは何か？を改めてわかってくれたら良いですよね。

兵庫 男性 60代
日々命がけでコロナに向かい合って自らを犠牲にして

国民の命を守ってくださる医療関係者の皆様には感謝しかありません感謝感謝です

滋賀 男性 60代 大きなリスクをせおってのお仕事ほんとにお疲れ様です。私もstayhomeで皆様の仕事増やさぬようつとめます.どうぞお身体に気をつけて。

神奈川 女性 60代 普段から激務の皆さま、新型コロナのために本当に大変でしょう。どうかお身体に気をつけてお仕事してください。どうぞよろしくお願いいたします。

北海道 男性 60代 先日、コロナ以外の疾患にて2週間入院した者ですコロナ対応の為看護師さん等が応援に回った中何も問題無く退院しました感謝有るのみです

兵庫 男性 60代 新型コロナウイルスに対して立ち向かっておられる医療関係者の皆様に心から感謝し御礼申し上げます。これからも体に注意して頑張ってください。

神奈川 女性 60代 人間にとって、色々な問題をおこしたコロナ菌、医療機関の方々の尽力があっての今の状態になった事に、感謝と体に気おつけて下さい。有難う!

神奈川 男性 60代 医療従事者の皆様、命の危険がある中で本当にありがとうございます。くれぐれもお身体にお気を付け下さい。皆様の安全を心から願っています。

滋賀 女性 60代 自分の事を後廻しにして常に感染と隣合わせで頑張っておられるのを報道で耳にすると感謝してしてもしきれないです。ありがとうございます。

兵庫 女性 60代 病院に行くと、感染の怖さがあるはずなのに、先生や看護師さん達が普段と変わらない対応をしてくれ、とてもありがたいと感謝しています。

滋賀 女性 60代 日々感染の危険に晒されながら、心身をすり減らして医療にあたってくださってる皆様のお陰で私達は生活できていることに深く感謝します。

神奈川 男性 60代 医療者の皆さんがいて下さるので私達は仕事に行けます。貴方達がいなかったなら、前向き生きる勇気は出ません。ありがとうございます。

兵庫 女性 60代 ありがとうございます。医療関係者のお顔を見るだけで落ち着く事もあります。お疲れだと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

兵庫 男性 60代
コロナに直接関わっている方は

もちろん、それ以外の医療に携わっている方もいろんなリスクと戦って医療に当たっていただき、感謝です

大阪 男性 60代
自ら感染リスクを負いながら、最前線で力を尽くしていただいている医療従事者の方々に感謝と敬意を表します。

ありがとうございます。

神奈川 男性 60代 この苦しい中大変な事だと思います頑張ってください常識のある国民は貴方方に感謝をしてもしきれませんどうぞ頑張ってください寄付金を

神奈川 女性 60代 一般人でも感染が怖いのに医療関係者の方は毎日気を抜けず大変なストレスを感じていることでしょう。有り難うと何度も言いたいです。

神奈川 男性 60代
感染者への治療と相談者への検査対応など本当にお疲れさまです。

政府の対策が機能していない中、保健所の対応も大変だと思います。

滋賀 男性 60代 日々先が見えず、大変と思いますが、私たちが、見えない未来を信じられるのも、医療関係の皆様のおかげです。感謝しております。

兵庫 男性 60代 リスクを省みず、大切な命を守るために、日々コロナと格闘している皆さんには、感謝しかありません。本当に有り難うございます。

兵庫 男性 60代 患者には、看護師さんが一番身近な頼れる人になります。いろいろとご苦労様ですが、患者やその家族のためにも、頑張って下さい。

滋賀 女性 60代 最前線でのお仕事、ご苦労様です。感謝しかありません。色々な、中傷や、いやがらせ等々の中。本当にご家族様にも、感謝します?

滋賀 女性 60代
日々感染するかもという不安を抱えながら頑張っている姿に感謝しそして尊敬しています。

本当にありがとうございます。

神奈川 男性 60代 コロナウィルスと対峙している医療従事者の方々頑張って働いて頂き有り難う御座います。感染しないように気をつけてください。

埼玉 女性 60代 出口のまだ見えないなか専門職であるがための苦労は生半可ではないでしょうでもあなた方の存在はかけがえのないものです。

東京 男性 60代 忙しい、危険、疲れた、その他たくさんの問題があるなか、皆さんのおかげで私たちは助かっています。ありがとうございます。

滋賀 男性 60代 厳しい状況の中で、また、いわれのない偏見もある中で、懸命に治療に取り組んでいただいていることにとても感謝しています。

神奈川 女性 60代

ありがとうございます。

皆さんのお陰で沢山の命が救われます。

からだに気をつけて、無理のないように、活躍くださいね。

大阪 女性 60代 医療機関に勤めているすべての人々に感謝医師だけでなく病院で働く人はすべて危険にさらされていると思います、感謝です

神奈川 女性 60代

昼夜とわず、医療に従事してくださり本当に感謝しております。

これからも、頑張って下さい。

お体、ご自愛くださいね。

神奈川 男性 60代 こんな時期に大変だと思いますが、素人にはどうすることも出来ません、医療関係の皆さん頑張って下さい、感謝してます、

神奈川 女性 60代 いつも緊張感を持ち治療に専念されている事と思います。ご自分の体調管理を大事に頑張って下さい。日々感謝しています。

兵庫 女性 60代 自分達の身も危険にさらされることを承知でやってくださってるその高貴な覚悟や行為に対して、心からの感謝を捧げます。

静岡 男性 60代
まだ近く感染者が出ているとの話しが聞きませんが不安です

しかし医療関係者方の不安(恐怖)の中の努力に感謝します

兵庫 女性 60代 症状をしっかり聞いてくれて、励ましてくれるので、病院に来たら気持ちが少しでも楽になれるので、有り難いです。

神奈川 女性 60代 望む望まざるにかかわらず今医療現場でコロナウイルスと闘っている全ての医療従事者に感謝いたします。???????

神奈川 女性 60代
医療の最前線で働いて下さる方々がいなければ、日本の死亡率はもつと高かったと思います。

心より感謝しています。

滋賀 男性 60代

医療機関の皆様方には感謝しても感謝しきれません

これからも未知のウイルスと闘って下さい

影ながら感謝してます

兵庫 女性 60代 感染の危険にさらされながら、治療をされてる姿に、感謝しかありません。どうぞ感染なさらずに私達を助けて下さい。

神奈川 女性 60代 皆さまの毎日の顔晴りに感謝申し上げます。皆さまお陰で日々滞り無く過ごす事が出来ています。有難う御座います。

滋賀 女性 60代 危険と背中合わせの中、日々医療に従事して頂き頭が下がる思いです。日々の感謝を心を込めて有り難うございます。

滋賀 男性 60代 ガンと同居していますが、医師、看護師、薬剤師、ケアーの皆さんのお陰で日々過ごさせていただいています。感謝！

兵庫 女性 60代
感染のリスクと隣り合わせの厳しい状況のなか、毎日のお仕事お疲れ様でございます。

本当に有難うございます。

滋賀 男性 60代 コロナウイルス対策に日夜携わって自分の生死をもかえりみず患者と向き合って頂いていることに感謝しております。

兵庫 男性 60代 医療関係者の方々のご自身のお体が一番心配です。あなた方のおかげでコロナにも打ち勝てていると感謝しています。

滋賀 男性 60代 コロナ感染症に罹患する恐れがあるなか、仕事とはいえ患者を見てもらえるのは、とても有り難く頭が下がります。

神奈川 男性 60代 先がみえないなか、不安だと思いますが、多くの方が応援しています。頑張ってください。よろしくお願いします。
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滋賀 女性 60代 感染のリスクを負いながらも、使命感を持って、感染者の治療にあたっていただき本当にありがとうございます。

神奈川 女性 60代 皆さんが昼夜にまたがって働いて下さる事で皆さんのご家族にもご心配やご不自由をお掛けして申し訳無いです。

埼玉 女性 60代 大変な毎日をおくっている医療関係者の皆さんご自分の身体にも気を使ってあげて下さい大切な家族のために

兵庫 女性 60代
みんなが自粛しているなか休みなく仕事をしてくださっている事に頭が下がる思いです。

健康に留意して下さい

滋賀 男性 60代 連日、連夜コロナウイルス感染者の治療をして頂きありがとうございます。身体に気をつけて頑張って下さい。

兵庫 女性 60代 連日連夜、医療行為にご尽力いただきまして、ありがとうございます。お体にこ留意いただきたいと思います。

神奈川 女性 60代 感染のリスクを抱えながら患者に接するのは大変だと思います。どうかご自分の体も大切になさってください。

神奈川 男性 60代 家族全員が病院や薬局にお世話になっております本当に感謝ですこれからも頑張って下さい宜しくお願いします

神奈川 女性 60代
日々の御苦労、ご心労に感謝します。

皆様のおかけで、多くの命が守られています。ありがとうございます。

滋賀 女性 60代
日々リスクを背負っての仕事はとても大変ですね。本当に感謝してい

ます。体には十分気を付けてください。

神奈川 女性 60代 私の想像を越える壮絶な状況のなかで戦ってくださっていることに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。

滋賀 男性 60代 生命がけで、新コロナウィルスと闘っていただいている事に頭が下がります。感謝の気持ちでいっぱいです。

兵庫 男性 60代

お疲れ様です。

言葉では、表すこともできないくらい感謝しています。

こころざし、真心を感じる方々！

大阪 女性 60代
一人一人の命に真摯に向き合い

全力で治療されありがとうございます。全ての医療関係者に感謝します。

大阪 男性 60代

コロナウイルス感染の最前線で

身の危険を顧みず、我々の命を助けて

くれて、ありがとうございます。

滋賀 男性 60代 今回のコロナのみならず、未知の危険に対峙し人々の命を護る為、日々努力されている事に感謝します。

滋賀 女性 60代 自分自身や、ご家族のことなど心配は多いのに、患者のためにご尽力いただき、本当に感謝いたします。

大阪 女性 60代
コロナ感染治療の最前線で活躍されていることを深く感謝しています。

本当にありがとうございます。

兵庫 女性 60代 毎日、たくさんの方々の治療に頑張って下さって本当にありがとうございます。心より感謝いたします。

滋賀 女性 60代
医療従事者の皆さんの日頃のガンバリあり、安心した生活を送ることができています！

感謝感謝です。

滋賀 男性 60代
新型コロナ感染対応では日夜を問わずに頑張られて頂き、とても感謝しています

ありがとうございます

大阪 女性 60代 医療従事者の人たちもご家族があるにも関わらず、無私のお仕事頑張って下さって心から感謝してます。

滋賀 男性 60代 毎日、自身の感染と闘いながらの、先生、看護師、その他お世話して頂いている方々に、ただ感謝です。

神奈川 女性 60代

日々、感謝の一言につきます。

ただただ、皆さまの健康をお祈りします。

ありがとうございます。

東京 女性 60代 感染の危険、過重労働、謂われない流言飛語の中でも従事されている皆様に心より感謝申し上げます。

兵庫 男性 60代 日々コロナの脅威のなか家族へのリスクがあるなか患者さんへの気遣い本当にありがとうございます?

大阪 男性 60代 コロナウィルスの感染リスクの高い医療現場で働いている医療従事者の方に大変感謝しています。

滋賀 男性 60代 ふだんより昼夜を問わずに、働いておられる姿を見ています。ほんとうに、感謝申し上げています。

滋賀 男性 60代
何時も丁寧な対応をして頂き有難うございます。

ご自身の体調にも気を付けていただきたいです。

滋賀 女性 60代 自分の危険を顧みず、日々治療に専念して頂いている事に感謝致します。ありがとうございます?

滋賀 男性 60代 感染の危険にさらされている状況下、日夜我々の命を守ってくださって、ありがとうございます。

兵庫 女性 60代

ただただ、ご苦労様です。

感謝しかありません。

お身体を大切に、無理は禁物です。

神奈川 女性 60代

コロナ感染への不安を感じながらも

頑張っていただいている医療者の方々に

感謝しています

兵庫 女性 60代 看護師さん先生達は大変だと思います。どうか医療者さんもお身体に注意して頑張ってください。

滋賀 男性 60代 物資の少ないなか日々医療に従事されお疲れ様です。これからもお身体に気をつけてください。

東京 男性 60代 新型コロナウィルスに立ち向かう全ての方々は真の勇者です。勇者に幸あれと祈念しています。

滋賀 男性 60代 資格を持ったひとしかできませんけど、日々の仕事大変だとおもいます。頑張ってください。

滋賀 女性 60代 危険を伴いながらのお仕事に、心から感謝申し上げます。どうかお身体に気をつけて下さい。

神奈川 男性 60代 危険を感じながら医療を行い、政府からの補助金もない中、本当に国民として感謝をしたい。

滋賀 女性 60代

毎日、感謝しています。

ありがとうございます

これからもよろしくお願いいたします。

滋賀 女性 60代 心からありがとうございます。いつか、お返しできることがあればいいなぁと思います。

兵庫 男性 60代
日々大変な時期ご苦労さまです。

くれぐれもお身体をご自愛の上お仕事に従事下さい。

滋賀 男性 60代
ありがとうございます。

まだまだ大変な状況が続きますが、よろしくお願いします。

滋賀 男性 60代 一番感染者に近く最前線で戦って頂き、感謝でいっぱいです。ありがとうございます。

兵庫 男性 60代
戦々恐々中、医療従事者皆さんご苦労様です。

ありがとうの気持ちでいっぱいです。

滋賀 男性 60代 自分も医療従事者ですが見えない敵と闘うのは大変ですがご自愛頂きますように。

滋賀 男性 60代 本当にありがとうございます。その仕事への責任感、使命感、ただただ感謝です。

山形 女性 60代 毎日毎日、同じ事の繰り返しで、疲弊されてるなか本当にありがとうございます?

滋賀 女性 60代 コロナの危機にさらされながらも献身的な対応してもらってありがとうございます

神奈川 女性 60代 自分、または、家族を治療して頂いて、今に限らず、いつも感謝しております。

東京 男性 60代 感染の危険と闘いながら、日々患者さんと向き合って頂くことに感謝致します。

東京 男性 60代

頭が上がりません

本当に感謝します

くれぐれもお身体に気をつけてください

神奈川 女性 60代

ありがとうございます。

ご自身も、ご自愛ください。

くれぐれも、労って。

滋賀 男性 60代 危険を顧みず特にコロナウィルスと闘っておられる医療関係者には感謝します

兵庫 男性 60代 病院に勤務させている全ての方に感謝いたします。ありがとうございます??

神奈川 男性 60代 献身的なご努力に感謝致しております。感染などに注意し、ご自愛ください。

神奈川 男性 60代 ガンバつてくれているのは十分承知です。ご自分の身体をご自愛ください。

兵庫 男性 60代

すべての、医療関係者に、

ありがとうございます。

薬を、運ぶ方々も。

神奈川 女性 60代 医療従事者、並びにご家族の皆様、毎日毎日どうもありがとうございます。

静岡 男性 60代 命を守る医療従事者は命懸けで尽力している事を一時も忘れてはいけない。

滋賀 男性 60代 今迄も、今も、そしてこれからも感謝します?毎日ありがとうございます?

滋賀 女性 60代 新型コロナのリスクが高い中、医療に従事して頂き、有難うございます。?

兵庫 男性 60代
医療者の皆さま本当にありがとうございます。

心より感謝いたします。

大阪 男性 60代 医療従事者の方々のご努力に敬意を表し、最大級の感謝を申し上げます。

兵庫 男性 60代 大きなリスクと隣り合わせで使命感を持ってのお務め低頭しております。

神奈川 男性 60代 あなたたちの勇気が私たちを守っている。ご自分のことも大事にしてね。

大阪 男性 60代 命をかけて守ってくださっておられる方々にただただ感謝致します。

神奈川 男性 60代

まさに仁の志です。

本当に頭が下がります。

感謝に絶えません。

神奈川 男性 60代
感謝の気持ちしかありません。

自分自身の身体も大事にして下さい。

神奈川 男性 60代 自分の健康を顧みず、医療に当たって下さり感謝の念しかありません。

兵庫 女性 60代 毎日ご苦労さまです。くれぐれも無理なさらず治療にあたって下さい。

東京 男性 60代 自らのリスクを知りつつ、の医療従事者の皆様に、頭がさがります。

滋賀 女性 60代
毎日多忙な日々頭が下がります

本当にありがとうございます。

兵庫 女性 60代 従事者の方々には、本当に頭が下がります。ありがとうございます。

兵庫 女性 60代

ありがとう。日本だけでなくて、

世界でも。

応援しております。

神奈川 女性 60代 感染のリスクがある中、診療にされている方々に感謝しています。

神奈川 男性 60代 大変でしょうが、くれぐれもご自身の感染防止に注意して下さい。

兵庫 男性 60代 感染のリスクの中で頑張ってらっしゃる医療者に感謝しています。

東京 男性 60代 滅私の精神も極まれる状況下での活動されている方々に感謝します

神奈川 女性 60代 御自身のお身体を大切に決して無理なさらないことを願いますp

神奈川 女性 60代 日々の働きに、心から感謝しています。ありがとうございます。

兵庫 女性 60代 感染の危険性の中、日夜、患者に接する姿勢に深く感謝します。

神奈川 女性 60代 命を守る最前線で戦って下さっている皆様に深く感謝致します。

東京 男性 60代 医療従事者ご自身の命に変えて感染者の対応に敬服いたします。

滋賀 男性 60代 あなた方だけが頼りです。絶対コロナに打ち勝ってください。ゃ

大阪 男性 60代
ご苦労をおかけしております。

本当にありがとうございます。

神奈川 男性 60代 感染との恐怖に闘いながらの診療や看護に心より感謝致します。

滋賀 女性 60代
ありがとうございます。

お身体大切に感謝してます!

兵庫 男性 60代 ありがとうございます。大変ですが、よろしくお願いします。

滋賀 男性 60代 患者との距離が近いので感染にはす充分と気をつけてください

兵庫 男性 60代 医療資源の少ない中頑張ってくださってありがとうございます

神奈川 女性 60代 家族を守りまた患者様を看護していることに感謝しています。

滋賀 男性 60代 常日頃から寄り添っていただき最良の診療を受けている安心感

兵庫 男性 60代 仕事とはいえ不安の中でのお仕事ありがとうございます??

滋賀 女性 60代 危険をおかしてでも仕事をして頂きありがとうございます。

滋賀 女性 60代
毎日、コロナと闘っていただき

ありがとうございます?

兵庫 男性 60代 ご苦労さまです。大変だと思いますが、頑張って下さい。
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兵庫 男性 60代 診療所の先生、スタッフの方々の気持ちはすごいですね。

兵庫 女性 60代 自らの安全を第一に考えて、お仕事に携わって下さい。

神奈川 男性 60代
本当にご苦労さまです。

只々感謝しか御座いません。

北海道 男性 60代 いつも患者の立場で診療していただき感謝しています。

兵庫 男性 60代 大変ですが、自分自身も守りながら、頑張って下さい。

神奈川 女性 60代
毎日ありがとうございます

とても感謝しております

神奈川 女性 60代
毎日、ご苦労様です。

ありがとうございます??

兵庫 女性 60代 コロナで大変な中、診療して頂き感謝しています。

神奈川 男性 60代 大きなリスクの中で献身的に働いて頭が下がります。

滋賀 女性 60代 大変なお仕事、本当にありがとうございます。

兵庫 男性 60代 命をもかけた最前線での仕事に敬意を表します。

滋賀 女性 60代 忙しいと思う。体に気をつけて休んで下さい、

神奈川 男性 60代 専門知識を、駆使し、これからもがんばれ。

神奈川 男性 60代 薬の情報はとてもありがたいと感じています

大阪 男性 60代
献身的な医療行為

改めて感謝致します

神奈川 女性 60代 日々、リスクの中ありがとうございます。

神奈川 男性 60代 皆さんは最後の砦。心から感謝しています。

埼玉 男性 60代 日々、対応して頂き心より感謝します。

大阪 男性 60代 健康でいるために医者さんは必須です。

滋賀 女性 60代 大変なお仕事です。有り難う御座います

神奈川 男性 60代 コロナに負けない様頑張って下さい。

長崎 男性 60代 私の健康の保持に対応頂いています。

大阪 男性 60代 治療に専念頂き有難う御座います。

大阪 男性 60代 皆様の健康にお気を付けて下さい。

滋賀 男性 60代 あまり頑張らないで下さいね。

兵庫 女性 60代 いつもありがとうございます。

滋賀 男性 60代 いじめなんて馬鹿がやる事！

兵庫 女性 60代 いつもありがとうございます

滋賀 男性 60代 いつも有り難うございます。

兵庫 男性 60代 気を付けてお仕事して下さい

滋賀 男性 60代 ありがとうございます。

兵庫 男性 60代 身体に気を付けて下さい。

神奈川 女性 60代 心からのありがとうを?

神奈川 男性 60代 ありがとうございます

滋賀 男性 60代 大変感謝しています。

兵庫 男性 60代 頼りにしております。

大阪 男性 60代 使命感に感謝します。

兵庫 男性 60代 有難う御座います。

神奈川 女性 60代 頑張って下さい。

神奈川 男性 60代 頭が下がります。

京都 男性 60代 頑張りましょう

滋賀 男性 60代 ありがとう

神奈川 男性 70代
賢い青年達の第一希望が医師。しかも開業医の２世３世で、安定した経済力をバックに一流高校から名門医学部へと言うのが今日医師の8割強じゃないでしょうか。しかし一流名門卒じゃなく、ないからこそ、ヒポクラテス宣誓に従い医師の使命を体現する2・3世開業医

に出会い、自分のホームドクターになってもらってます。医師がこの謙虚さを持ってるかがコロナ禍の社会救済の順位を決めると思い、日本が韓国やドイツに負けない医療倫理スタンダードの持主だと証明されることを願ってます。

大阪 女性 70代
生涯において診療投薬が必要な糖尿病になり、医師による治療投薬を長年にわたりお世話になっています。災害時に避難等が生じた場合､手持ち医薬品不足が生じないかと言う心配は有りますが､今後2派､3派のコロナ感染拡大が生じ兼ねない現状の中､日常の医療活動以

外に今もコロナ治療に身を粉にして当たっておられる医師の方々には本当に頭が下がる思いで感謝に堪えません｡患者の健康管理もさることながら、医師ご自身のお身体くれぐれもご自愛下さいますように｡有難うございます。

神奈川 男性 70代
4月6日に肺ガン手術の為の入院予定が、間質性肺炎になりステロイド剤により治療、6週間で一時退院、手術の仕切り直しです、既往症も、心房細動、狭心症、高血圧、不整脈、高尿酸血症、頚椎症など、投薬がharmoでわかりやすく助かりました。世の中は新型コロナ

で賑わってますが、それ以外の深刻な病状もあります、実感したものとして、医療関係者の方々には頭が下がります、ありがとうございます。

神奈川 女性 70代
大変な中命守る為家族やご自身を犠牲にされてお仕事敬服し感謝の言葉など軽々しく口にできません加藤厚労大臣の誤解発言又責任を明確にせず医療がどれほど大変な事か少しは理解しないとダメですね?私は呼吸器の持病がありますので少しでも医療に従事されている

方たちのお手を煩わせぬように務めます?くれぐれも気をつけてお仕事されるように無事ん祈っております

兵庫 女性 70代

小さい時から身体が弱く、いろいろな病気をしながら幸い今まで生きて来ました。

私が現在ありますのは、お医者様初め医療関係者の皆様のお陰で心からから感謝しています。

今回、コロナウイルス感染症の事では、ご自分達の感染も省みず、私達国民の為に頑張って下さっておられるお姿に心からお礼申し上げます。

くれぐれもお身体にお気を付け下さいませ。

滋賀 女性 70代
思いのほか長い闘いとなってしまい皆さんさぞお疲れのことと思います。また日々感染の不安と葛藤しながらのお仕事本当に本当にありがとうございます。どうぞご無理のないように気を付けて(これが無理ですね？)私達の感謝の思いを励みに使命を果たして下さい。何

も出来ませんが皆さまのことお祈りしています。

滋賀 女性 70代

医療従事者の皆さま方には、ご自身やご家族などを犠牲にされたり、大変な重圧の中、患者さんのために献身的な治療や看護をされておられる事に言葉では言い表せない程の感謝の気持ちで一杯です。どうか辛いでしょうが、終息の日まで、お身体に気をつけて頑張って

ください、

ありがとうございます。

大阪 女性 70代

本当に本当に、感謝いたしております

自分がその立場だったら、出来るだろうかと、常に考えます

とっても勇気が要る事です、私に出来る事は、感染しない事だと自粛してる日々を過ごしております

どうぞ、ご自愛のうえ頑張って下さいます様お願いいたします

本当にありがとうございます

神奈川 男性 70代
医療の最前線でお仕事をされていると、肉体的にも精神的にもかなりの負担があり、ご苦労されている事と拝察致します。一部の心ない人の差別的発言に、憤りを感じているのは私だけではないと思います。多くの良識ある応援者が居ることを忘れないでください。弥

栄??

兵庫 女性 70代
医療従事者の皆様のお陰で私達は生活できていると、毎日感謝しています。コロナに感染するかもしれないと思う恐怖以上に医療従事者としての使命感がその恐怖を越えて毎日私達を支えて下さっているのだと、本当に頭の下がる思いです。本当にありがとうございま

す。

滋賀 女性 70代
ご自分の危険を顧みず、ご家族とも離ればなれの過酷な日々の中、新型コロナウィルスの感染者の治療に当たっていただきまして、ありがとうございます?

辛い??の声を上げ難いとは思いますが、弱音を吐いて、また明日への力を養っていただきたいと存じます。

兵庫 女性 70代

我が家では、難病の主人の在宅看取りをしています。

毎日訪問看護師さんが、朝夕、看護に来て下さってます。

看護師さんたちは、ご自分のご家族が、在宅で大変な事情の中で、続けて来て支えて下さってます。

そのご家族にも、感謝したいです。

神奈川 女性 70代

家族も、医療従事者です

コロナ感染の患者さんを

支えています

家にも帰れずホテルに、

家族に、感染させない為にです

何時も、本当にありがとうございます

当たり前の

自粛することしか出来ないのが

何時も本当に

ありがとうございます

京都 男性 70代 医療に携わる多くの皆様に日々感謝しています。私たちも利己主義を抑え社会の安全確保のためにそれぞれの立場でできることをしていきたい。大変な長期戦が予測されてますから医療関係の皆様の健康確保に心から心配しています。頑張ってください！

神奈川 女性 70代

皆さま方には、言葉をつくせないほどに感謝申し上げます。

激務、ストレス、ご家族への心配など、報道でしか存じませんが、誠にお礼申し上げます。

私のできますことは、些細なこと自宅で元気に過ごすこと。

皆さまどうぞご自愛くださいませ。

神奈川 男性 70代 新型コロナのおかげで、医療関係者に感謝する気持ちが必要だと感じさせられました。昨今のニュースを見ていると、医療従事者に差別をするような事が報道されます。言語道断です。怒りを感じます。体を大切に頑張って下さい。感謝いたします。

北海道 男性 70代 札幌市では、第二波が来ておりここ一週間では、東京につで第2位です。医療従事者は命がけで闘っていらっしゃる、感謝の気持ちと畏敬の念でいっぱいです。大変お疲れのことでしょう。お身体大切にご活躍されますことをお祈りしております。

神奈川 男性 70代 過酷な医療現場、医療従事者への心ない対応のニュースを見る度に頭が下がります。微力ではありますが、何かお役に立つ事をと思っております。国民に向けて何らかの方法でメッセージ、要望を出して下さい。自分の命が一番を忘れずに。

神奈川 女性 70代

医療に関わられてる皆様には、本当に頭が下がります?

毎日毎日心身ともに大変なご苦労だと思います?

少しでも迷惑をかけないようにするには、家での自粛を心掛ける事が一番だと思っています！

本当に有り難うございます??

滋賀 女性 70代 得体の知れないコロナに毎日関わって頂いておられることに、感謝と尊敬しか有りません。近い先の見えないことに心身共に本当にお疲れのことと思います。お身体を出来る限りお大切にして頂きたいと思います。

大阪 女性 70代 定期診療を継続して受け、投薬をとどこうりなくできて要るのは、高度文明社会にあって、利他の精神が生きずいているのであって、さながら、世界の絶景を目の当たりにしている感動を覚えます。

滋賀 女性 70代 毎日大勢の患者さんに危険を顧みず、そしてご家族の方々のご理解に支えられて、私達をにこやかに迎えて下さり本当に凄いと思います。お仕事とは言え頭が下がるばかりです。有難うございます。

滋賀 女性 70代 自らの感染の恐れを飲み込み、日々医療に携わって下さりありがとうございます。早くコロナが終息し、気兼ね無く笑って人と会い、好きな場所へも自由に行ける日が来る迄頑張りたいと思います。

神奈川 男性 70代 今回のコロナ対応、本当に頭が下がります。リスクを感じながらのお仕事遂行に感謝しております。ご無事を心から念じ、不運にも感染してしまった方々の一日も早いご回復を祈っております。

兵庫 男性 70代 このような大変な環境下使命感を持って職務を遂行されていることに対して心より感謝しますとともにどうかご家族初め関係者の皆様が心身ともに健康であられますこと祈念しています。

埼玉 男性 70代 今、日本を救えるのは、あなたたちしかいません。私も医者であったら、と羨ましくもあり、尊敬もしています。すべての国民があなた方に敬意を払い応援しています。ありがとう。

兵庫 男性 70代
大変危険な環境下で患者さんのために日夜奮闘しておられることに心から感謝しております。皆様の献身の結果、

コロナウイルスの心配のない元の生活に戻れることになります。

兵庫 男性 70代 突然の発生に真正面から最前線で立ち向かわれている皆様には感謝しかありません。ご自身のご家族もいらっしゃる中での医療従事者の健康を心よりお祈り申しあげます。

滋賀 男性 70代 常に感染の危険と隣り合わせの中、職務を全うされる姿勢に頭が下がる思いです。現役時代は利益一辺倒の世界、身を挺して立ち向かわれる職をあらためて知りました。

兵庫 男性 70代 すぐ近くの垂水中央薬局の平山薬剤師さんは、いつも優しい対応をしてくれます。朝一番の比較的空いている時には、世間話も聞いてくれますので精神的にも癒されます

神奈川 男性 70代

いつも、いつもご苦労様です。

医療従事者の方々が頑張っているおかげで、みな元気でいられます

感謝しています。

北海道 男性 70代 以前、定年退職前家を建てる時に悪性リンパ腫になり抗がん剤治療と手術で、8ヶ月入院無事退院。以後10年経っています。命を救われて大変感謝しております。

神奈川 女性 70代

皆さんは天使です。

お身体に気をつけてこれからもお仕事頑張ってください。

ご家族の皆さんも大変ですが支えてあげて下さい。

心からのエールを皆様に。

神奈川 女性 70代
恐ろしい世の中になっていますが

医療関係しやさん、自分本人も身も守りたいのに、感染すれば、頼りにしますよね、感謝感謝の言葉しかありません、

滋賀 女性 70代
私たちが安心して過ごせるのも皆様、医療に携わっていただいている方々のお陰だ思います。

この時期不眠不休で頑張って頂いてありがとうございます。

神奈川 女性 70代 姉が今入院しています。面会ができないので、先生や看護士さん、事務の方達にも、家族の代わりもしていただいてます。本当に本当に感謝しております。

兵庫 男性 70代 いわれのない誹謗中傷する人がいることに、こころを痛めています。患者の中には、ワガママ言うものもいますよね。許してやってください。頑張って！

宮城 男性 70代
自己犠牲精神には言葉には言い表せいない感謝の気持ちで一杯です。

心無い中傷的な言葉の暴力に負けず弱い立場の国民味方に立って頑張って下さい。

大阪 女性 70代 大変な中頑張って頂き本当に有難うございます?ウイルスに負けない強い心で出来ることに最善を尽くして私＼(^_^)(^_^)／がんばります。

兵庫 女性 70代
先日、娘が救急で入院してその後のコロナ騒ぎで、皆様のご苦労良く分かります。

本当に感謝の気持ちで一杯です。病院に向かって拍手しています。

兵庫 女性 70代 危険を顧みず毎日毎日本当にありがとうございます??どうか、無理せず、休んでください。そして、リフレッシュして、また、頑張ってくださいね

神奈川 男性 70代 ご自分のお身体を顧みず、医療活動に全力を尽くして頂き有難うございます。1日でも早くゆっくりお休みになれる日が来ることを願っております。

滋賀 男性 70代
自らの安全を犠牲にして患者や世の中の為に頑張っておられる姿に感動します。ありがとうございます。

反面、心無い多くの中傷に心が痛みます。

滋賀 男性 70代 日々感染のリスクにさらされているにも拘わらず、闘ってくれている皆さまに敬意を表します。あなた方こそ真の兵士です。ありがとう。
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Q5医療者への感謝の気持ち

兵庫 女性 70代 私達の命を助けるためにご尽力頂いてとても感謝しています。私で出来る事として、医療従事者の方々の安全を日々お祈りしております。

兵庫 女性 70代 見えない未知のウイルスに、防護対策も完璧でない中、患者さんの命を助ける為、お仕事して下さって、本当に感謝でいっぱいです。

茨城 女性 70代 次女が、千葉県で看護師してます。夜勤などして頑張ってます。皆さん頑張ってて感謝です。お身体気をつけて下さい。ありがとう

神奈川 男性 70代

日夜、感染症の対策に奮闘されている

医療関係者に感謝致します。

自分自身の健康管理にも充分注意して

従事してください。

滋賀 男性 70代
新型コロナウイルスの治療に全力で取り組んでいただいて、感謝します?

まだ無理かもしれませんが、皆さんの体調が心配です?

滋賀 男性 70代 コロナウイルスなど感染の危険を伴う医療に自ら携わって下さり、私たちは安心して治療を受けることが出来ます。感謝します。

神奈川 女性 70代

ありがとうございます。

マスク防護服等は足りていますでしょうか？

体を休める時間は有るでしょうか？感謝のみです。

滋賀 男性 70代 癌の手術経験があり、その時の感謝は忘れていません。まして新型コロナは医療関係者にも危険がある中、本当に神様です。

神奈川 男性 70代

日夜頑張っている皆様に感謝、感謝です。

お疲れ様です???

皆様も同じ人間ですので、お身体大切にしてください??

兵庫 男性 70代 今はとっても大変な時期ですが必ず結果が出て報われる日が来ることを信じて踏ん張って下さい。何時も感謝しています。

滋賀 女性 70代 コロナに感染するかも知れないなか、たくさんの患者さんをみていただいて、ありがとうございます?感謝いたします??

滋賀 女性 70代 コロナのニュースから医療関係者のお世話なく健康な身体が維持出来ない事改めて確信しました。有り難うございます??

神奈川 女性 70代 ご自身の健康、ご家族への心身の影響を心におさめられ、使命として医療に立ち向かわれる姿には毎日頭を下げていす。

神奈川 女性 70代 医療器材が足りない中、いろいろな工夫をしながら、患者のために日夜努力してくださっていることに頭が下がります。

大阪 男性 70代 通常の治療に加えてコロナウイルスにも治療にあたり、休む時間も無く、日夜努力されていることに頭が下がります。

神奈川 男性 70代 忙しい事と思いますが、免疫力を低下させないようにして、医療の限界にならないようにご自愛をお願いいたします?

滋賀 女性 70代 日々危険と向き合ってくださって有難うございます。色々中傷があると思いますが、心から感謝と応援をしています。

滋賀 男性 70代 ワクチンや治療薬がまだ確立されていない現在皆さん自身が不安をかかえ治療に対応本当にありがとうございます。

兵庫 男性 70代 自分、家族を犠牲までして頑張っている方々に頭が下がる思いです。市民病院の全員の方々ありがとうございます。

神奈川 女性 70代

ありがとうございます

皆様の心身とご家族の健康をいつも祈ってます。

命を守ってくださる尊き皆様に感謝！

兵庫 女性 70代 命を救いこれからの生きる道を作って下さる皆様に感謝しています?御自分の健康にも気を付けて下さい?

宮城 男性 70代 COVIT-19の感染者への渾身的な対応、また、感染拡大を押さえるための粘り強い対応に感謝、感謝です?

長野 男性 70代 完全な治療法が無いし、防護服等資材の不足しているなか日々治療に奮闘され、ただただ頭の下がる思いです。

大阪 男性 70代 いつもお世話になっております。ありがとうございます。健康維持を支えて頂きまして感謝しております。

兵庫 女性 70代 日本に生まれ、このような医療に恵まれ、携わっておられる皆さまに感謝で一杯です。

神奈川 男性 70代 言わなければいけないことたくさん有ります。でも、ただただ、頭が下がる、これが精一杯の気持ちです。

埼玉 女性 70代 持病がありますので毎月病院には行っていますがいつも明るく親切に接していただいて感謝しております。

埼玉 男性 70代

ほんとにご苦労様さまです

お身体には無理させないでください

あなたが倒れるとみんなが倒れます

埼玉 女性 70代

とても感謝しています。

貴方のおかげて私達は安心して

生活が出来ます。ありがとうございます。

千葉 男性 70代
新型コロナウイルス担当者お疲れ様ですm(__)m

もう少し頑張ってくださいm(__)m

滋賀 男性 70代 医療従事者の方々の献身的な姿に、毎日感動させられています。ご自身の健康に留意してください。

兵庫 女性 70代 自粛していますが、その間も休むことなく医療現場で仕事されておられることに感謝しています?

滋賀 男性 70代 コロナウィルスの感染のリスクの大きい中、患者のため献身的に頑張って頂き有り難う御座います。

滋賀 男性 70代 いろんな先生にお世話になって小生を見守り、診療いただいてます。今後もよろしくお願いします。

兵庫 男性 70代 コロナに負けず頑張って下さい。あなた達だけが救いです。日々神に祈ることしか出来ません??

神奈川 男性 70代 正体がわからないウイルスにかかんに取り組んで頑張っている医療従事者の方々に感謝します。

滋賀 女性 70代 過酷な状況で頑張って下さりありがとうございます。くれぐれもお気を付けてお願いします。

滋賀 男性 70代 感染するリスクがあるのに使命感だけで治療に当たっているのには感謝しかありません。

兵庫 男性 70代 大変な時期ですが、頑張っていただきありがとうございます。お身体に気をつけて下さい。

神奈川 男性 70代 自身も感染するかもしれない状況下の中で奮闘している姿に感謝、頭が下がる思いです

大阪 男性 70代 職業とは言え身に迫る危険をかえりみず尽力頂いて要ることに頭の下がる思いでいます。

神奈川 男性 70代 皆さん怖いだろうし、忙しい中、いつも明るく接してくださりありがとうございます。

神奈川 女性 70代 精神的にも、体力的にも、頑張って下さっている方に、日々感謝しております。?

兵庫 女性 70代

感謝してます??

お身体に気を付けてください。

ありがとうございます???

滋賀 女性 70代 体調崩さないようにして、頑張って下さい。私も不要不急の外出を守っています。

神奈川 女性 70代 危険をかえりみず、最前線でコロナと闘ってくださってありがとうございます。

滋賀 女性 70代

医療従事者の意識の高さに

頭が下がります。

感謝の気持ちでいっぱいです。

兵庫 男性 70代 ご苦労さまです、もと消防救急隊員として身につまされる想いです。

神奈川 男性 70代 コロナウイルス感染リスクが高い施設で頑張って居るので感謝しております。

兵庫 女性 70代 不安の中毎日全力で頑張って下さってる方々に心より感謝申し上げます。

神奈川 男性 70代 自らも感染するリスクに耐えて日々努力されていることに敬意を表します。

大阪 女性 70代 過酷な医療現場をメディアを通して見聞きし、尊敬と感謝しかありません。

兵庫 男性 70代 感染リスクをいとわず、献身的な行動、感謝です。本当にありがとう。

神奈川 男性 70代 他人のために献身することはなかなか出来ません。唯唯感謝です。

兵庫 男性 70代
コロナと闘ってくれてありがとうございます。

頑張って下さい。

兵庫 男性 70代 ありがとうございます。感染に気をつけて頑張って下さい。

滋賀 男性 70代 皆様方のお陰で家族、元気に暮らさせて頂いております。

大阪 女性 70代 大変ですが頑張ってください。ありがとうございます?

東京 女性 70代 皆様のお陰でコロナと戦えます。有り難うございます。

神奈川 男性 70代 くれぐれもご自身のお身体もお大事にしてください。

兵庫 女性 70代 ご苦労さまです、もう少しです宜しくお願いします

兵庫 女性 70代 大変でしょうが、ありがとうございます?

大阪 男性 70代 プロの誇りを大切に頑張ってください。

神奈川 男性 70代 関係されてる関係者に敬意を表します。

京都 女性 70代 いつも丁寧に対応してくれています。

兵庫 女性 70代 身体大切に無理しないでください

埼玉 男性 70代 感染しないことを祈ります。

埼玉 男性 70代 まずはご自分の体調管理を

兵庫 男性 70代 知らない事を知れる

滋賀 男性 70代 感謝します

大阪 女性 70代 ありがとう

大阪 男性 70代 ありがとう

滋賀 男性 80歳以上 患者の命を安定させるために医療者は一生懸命頑張って下さいますコロナの問題では命を落とされた方もおられ悲しくてたまりません先ず自分あっての事ですので気を付け下さい御願いします?

大阪 男性 80歳以上
様々なご事情を抱えながら、自らを顧みること無く、粉骨砕身のご努力に頭が下がります。

我々も、3密を守り医療者の皆様のご負担にならぬよう、頑張ります??

兵庫 男性 80歳以上
危険をも承知で医業に携わっていただきありがとうございます。

コロナに打ち勝ち元の平安の基に戻れますよう尽力くださいますようにお願いします。

神奈川 女性 80歳以上 過酷な状態の中でお仕事本当に大変だと思います私達のできること頑張っております早くいつもの日々が来ること祈るばかりです

神奈川 女性 80歳以上

有り難う?ございます?

大変ですね、私は風評に惑わされず。頑張ってます。

医療器具が不足いろいろ工夫なさつてお疲れ様です??

滋賀 男性 80歳以上
日々、先生はじめ医療スタッフの皆様のご加護を信じて、毎日を安心して楽しく過ごしています。

ありがとうございます。

神奈川 男性 80歳以上 毎日見えない相手が来るかも知れないのに気疲れの事と思います。気付いたことは患者に教えて下さい

滋賀 男性 80歳以上

防菌に必要な物は何かまたそれを手にする手段は

これらために私達の出来る事は

頑張って下さい

神奈川 女性 80歳以上 皆さんのお陰で日本が守られています！お疲れの事とは思いますが後ひと頑張りお願い致します?

千葉 女性 80歳以上
ありがとうございます。

皆様も、ご自愛のうえ、よろしくお願いします。


