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医療従事者の皆様へ 

　　 
 
 

　　　　　　　　　　　　 
 

 

感謝の気持ち 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
拝啓　 
 
桜の花も盛りを過ぎ、吹く風も暖かく感じられる季節となりました。 
 
この度、新型コロナウイルス感染症が発表されてから、医療に従事してくださっている皆様

へ感謝の意をお伝えしたく文書をお送りいたしました。お手すきの際にお読みいただけたら

嬉しいです。　 
 
私たちは、将来医療関係者を目指している高校二年生です。新型コロナウイルスが感染拡大

し緊迫な状況が続いている中、高校生の私達にできることは何かと考えたところ自粛するこ

と、そして日々リスクと不安を背負いながらも対応して下さっている皆様に感謝の気持ちを

伝えることだと思いました。その想いからメッセージプロジェクトという形でSNSでメッ
セージを集い、現在200件以上のメッセージが集まりました。 
 
私たちにも協力できることがありましたら、ご連絡下さい。 
 

敬具 
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・これ以上広まらないよう自分に出来ることを最大限にします。本当にありがとうございます。 
 
・今の時期、私たちには想像もつかないような大変な思いをされていると思いますが、将来私も 
医療の現場で活躍したいと思っていて 皆様の背中を見て、より頑張ろうと思いました。 
私たちに 希望と夢を与えてくださってありがとうございます！これからも頑張ってください！
ずっと応援しています！！！ M.T 
 
・お疲れ様です。 日々闘っていただきありがとうございます。 s.t. 

 

・新型コロナウイルスで大変な中、治療して頂きありがとうございます。 病院というコロナに

かかりやすい場所なのにいつもの笑顔で対応してくださって、私も安心して治療を受けられまし

た。 まだ大変な事が多いと思いますが、お身体に気をつけて頑張ってください。 M.S 

 

・医療関係者の方々、いつも本当にありがとうございます。そして、お疲れ様です。今はコロナ

の影響で、いつも以上に忙しく、大変な日々を送られていると思います 。感染のリスクも高い

中、多くの命のために働いてくださり、本当にありがとうございます。私は今、医療従事者を目

指しています。いつか一緒に働ける日が来ることを願っています。 

 

・医学部への進学を目指している高校3年生です。医療に携わる方のお姿は昔から私の憧れで

す。新型コロナウイルス感染症に対する皆さまの多大なるご尽力があるからこそ、私たち市民は

ある程度の理性を保って生活出来ているのだと思います。本当にありがとうございます。私も将

来医師となって、皆さまのように人に安心を与えられる存在になりたいと思っています。大変な

状況ではありますが、どうかご自愛くださいませ。 M.U. 

 

・治すではなく寄り添うという感覚で働いてください。 あなたたちの心と体を守りたい。 

 

・初めまして。私はまだ高校二年生なので医者の方々がどれだけ忙しい中で頑張っているのか詳

しいことはわかりませんが本当に感謝しています。コロナに感染した患者の方と接触して移って

しまいそれで死んでしまったお医者さんがいるというのも聞きました。そこまでしてでも患者さ

んを治したいという意思は尊敬です。医者でもなんでもない私たちができることは家で安静にし

ていて自分が移らないようにすることだけですが頑張ります。 

 

・自分は普段から通院していて、担当医もコロナで大変だと言っていました。自分の身の安全を

重視したいと思うのが普通なのに、そのなかでリスクを背負いながらも対応してくださり、あり

がとうございます。 M.T 

 



・ご自身のお身体もお大事になさってください。私たち一般人は家にいることしかできませんが

周りにも呼びかけてみんな家にとどまってこれ以上の感染者を増やさないよう努力します。 

 

・自粛ムードの中、現場で率先して働いていただきありがとうございます。私たち学生は何もで

きることがないですが、広げないことを一番に考え、できるだけ出ないようにします。応援して

ます。 

 

・いつも私たちの健康の為に動いて頂いて有難うございます。そんな人達を見て私も医療関係者

になりたいと思いました。今回もこうやって沢山の人が感染し緊迫な状況が続いている中、こう

やって対応してくださっている医者、看護師をはじめとする多くの医療関係者の方々に感謝を伝

えたいと思いました。ありがとうございます。私も将来皆さまを習い夢に向かって突き進みたい

と思います！ 

 

・忙しい中ありがとうございます！！ 自らの体調の管理も忘れずに 

 

・私たちの病気などの為に研究など色々して下さり本当に感謝しています。おかげで薬などで治

すことが出来ています!!今とても大変な時だと思いますが頑張ってください!!応援しています!! 

Y.W 

 

・目に見えないウイルスと日々闘っていることと思います。お疲れ様です。今後の日本がどう

なってしまうのか不安ですが、医療従事者の方々のお力があるからこそ、救われる方もいます。

将来医療関係の仕事に就きたいと思っていますし、今自分ができることは何かしっかりと考えて

行動したいと思います。お身体にはくれぐれも気をつけてください。 

 

・いつもありがとうございます。 みなさんのおかげで私たちは 沢山救われています。 大変だと

は思いますが 自分を大切にして がんばってください。 私たちも頑張ります！！ 

 

・この大変な状況の中、たくさんのリスクを背負いながら、感染者の方や、私たちのために一生

懸命働いて頂き、ありがとうございます。 私は、今できることは少ないですが、これ以上広が

るのが少しでも防げるよう、外出を控え、精一杯できる事をやっていきたいと思います。 ほん

とうにいつもありがとうございますm(_ _)m 

 

 

 

 



・今の日本に居なくてはならない医療従事者の方々にはほんとに感謝が止まりません。 私は昔

何かでお医者さんは目の前の人が苦しんでいたら助けなくてはいけないというルールを知りまし

た。今回の新型コロナウイルスの件では自分も感染してもしかしたら命が危なくなるかもしれな

い。というそんな自らの命が危険な状態が日々続いている事だと思います。一刻も早い回復を祈

るばかりです。本当にありがとうございます。 

 

・私は将来医者になりたいと思っています。前線で体を張って働いていらっしゃるみなさんは私

の憧れです。長い戦いになると思いますが、家から応援しています！K.S 

 

・自分がかかるかもしれない恐怖と毎日闘っているみなさんを本当に尊敬します。医療の知識が

何もない私が手伝えることは何もないけれど、今は家にいて、皆さんの仕事が少しでも落ち着く

ように協力できたらいいなと思っています。何もできないけれど、応援しています。毎日お疲れ

様です。ありがとうございます。がんばってください。 

 

・医療従事者の皆さんの命がけのお仕事のおかげで、沢山の人が救われています。感謝しかあり

ません。懸命に働いている皆さんに私が出来ること、応援、感謝、そして、感染しない努力。

しっかり続けていきます。 どうか皆さんも、お体に気を付けて頑張って下さい。本当に感謝し

ています。 ありがとう… Y.N 

 

・新型コロナウイルスの感染が拡大し、患者数が増え人手や機材が足りなくなるというニュース

を耳にした時、医療現場で働く方々にかかる負担はとても大きいのだと感じました。 そんな

中、私たちの命を守る為に必死で働いて下さる医療関係者の方々には大きな感謝と共に、誰かが

簡単に変わることができない仕事で私達の生活に必要不可欠な存在であることを改めて感じまし

た。いつも本当にありがとうございます。 A.S． 

 

・現在日本が大変な中頑張って下さりありがとうございます。 ニュースで医療関係者の方がど

れだけ苦しいのかというのを見て私自身も胸が痛みました。感染してしまうリスクがある中頑

張って、本当にお疲れ様という一言をかけたいのですが中々言う機会がなく参加させて頂きまし

た。本当にありがとうございます。そしてお疲れ様です。 Sより 

 

・はじめまして。高校３年生の女子です。 終わりの見えないご時世の中私たち国民のために毎

日現場に向き合って下さりありがとうございます。私は周りに感染者はおらず、病院に行くこと

もないため正直現場の状況が分かりません。しかし、皆様のおかげで医療が成り立っており、病

院が運営されていることに感謝しています。どうかご自身の体調にも気をつけて頑張ってくださ

い。本当にありがとうございます。 

 



 

・医療関係者の皆さん、患者さんの治療にあたって下さり、本当に有難うございます。私達には

想像もつかない程の恐怖や不安を抱えながらもウイルスと戦っておられる皆さんには、感謝しか

ありません。器具や人手の不足による過酷な労働など、大変という言葉だけでは表しきれないも

のがおありだと思います。私は高２で医師を目指していますが、皆さんの様に患者さんのために

全力を尽くせるような医師になるため、さらに勉強に励みます。 

 

・医療関係者の皆様は常にいつ自分が感染症になるか分からないにも関わらず1人でも多くの人

の命を救おうとしてくださりありがとうございます。 自分は何が出来るか。まだ義務教育中の

こんな子供でも出来る事があるのかと思いこのメッセージを送らせて頂きます。 少しでもこの

メッセージが皆様の励ましと慣れれば光栄です。Y.H 

 

・自分たちの危険と隣合わせの中、私たちの健康のために働いて下さり、本当にありがとうござ

います。 

 

・医療従事者の方々へ どんどん感染者が増えていく中、不眠不休で患者さんの治療に当たって

くださり本当に感謝しております。私たちは自粛することしか出来ませんが、自分たちがなにか

できることがないか自分たちなりに考えながら生活したいと思います。まだまだこの先長いです

が、本当に健康に気をつけてください。応援しております。 

 

・医療関係者の皆さん、コロナが急増し続け自分も感染するかもしれないという現状の中必死に

検査や対応をして下さり本当にありがとうございます。私は今高校1年生で、外出を自粛したり

手洗いや消毒を徹底するということしかできませんが、感染者を増やさないように周りに外出自

粛をよびかけて皆さんの大変な思いを少しでも軽減したいです。応援しています！！　　　H.S 

 

・感染のリスクを背負いながらの毎日の忙しい対応、本当にお疲れ様です。皆さまの努力のおか

げで今の私の生活があります。ありがとうございます。私は自分のできる最大の感染予防をし、

外出自粛中のなかでも出来ることをしたいと思います。 

 

・コロナウイルスによる影響で、ただでさえ忙しい医療現場が大変なことになっていると思いま

す。そんな中、全力で治療に当たってくださっていて、本当にありがとうございます。皆様がい

るおかげでたくさんの命が助かっています。苦しい長期戦ですが、なんとかあともう少し頑張っ

てください。私たちも感染拡大阻止に努めます。 

 

・感染のリスクがあるこの大変な状況でも日本のために働いていただいて感謝してます。 少し

でも早く安心して暮らせる日が戻ってくると信じています。 N 



 

・一生懸命、患者の命を救うために頑張っている全ての医療関係者に感謝します。1人でも多く

の方がいるからこそ大切な命が救える。1人1人の些細な努力も合わされば大きな力になる。そ

う毎日感じています。お互い負けずに頑張ってください。1人でも多くの患者さんが救われます

ように。心から応援しています！(MK) 

 

・福岡の高校3年生です。医療関係者の皆様は私たち一般人よりも感染リスクが高く不安でい

らっしゃるとは思いますが、その中で治療や検査にあたってくださり感謝の気持ちでいっぱいで

す。私たちの健康は皆様のおかげで保たれています、国民のためにご尽力くださり本当にありが

とうございます！ 私たちは家にいることしかできませんが、感染拡大の片棒を担ぐことはない

ようにくれぐれも気をつけていきたいと思います。 E.S 

 

・医療関係の皆様、世界で新型コロナウィルスの感染が拡大している中多くの人々の命を救う為

に一生懸命働いて下さり本当にありがとうございます。1日でも早く新型コロナウィルスが無く

なるよう願うばかりです。医療関係の皆様がいる事で救われる命がたくさんあります！本当にあ

りがとうございます。感謝してもしきれません。たくさんのありがとうでいっぱいです！ 

 

・医療関係者の皆さん、本当にお疲れ様です。 私は高校生で休校や、時差通学などをしていま

すが、医療関係者の方々は沢山の患者さんがいて大変だと思います。ですが、医療関係者の方々

の努力があってこそ、助かった方もいますし、安心して治療できているのかなと思います。今の

日本にとって医療関係者の方々は必要不可欠な存在だと思います。忙しいとは思いますが、どう

か体調に気をつけて下さい。感謝の気持ちを込めて。 

 

・連日、私たちがみている報道の状況以上にお忙しいと思います。ご自愛ください、と言っても

それが無理な現状です。少しでも状況が好転するように。医療物資が届きますように。平和な

日々が戻りますように。祈ることしかできません。私はとても無力で、たぶんこの世の大半の方

が新型コロナウイルスに対して｢無力｣です。その中で戦ってくださる方は、私たちにとってヒー

ローです。がんばってください、がんばりましょう。 N.W 

 

・こんにちは。 外に出る事すら怖い中、沢山の命を救って下さり、本当にありがとうございま

す。 皆さんのお陰で、今、私は生きているんだ。そう思っています。 私はメッセージを送るこ

としか出来ないという、この無力さに絶望しつつ、外出を自粛している毎日です。 届くかは分

からないけれど、私の想いが伝わること、皆さんが感染せずに一刻も早くコロナウィルスが終息

することを祈っています。 頑張って下さい。 R.Y 

 



・命と隣り合わせの中、目の前の命を救うために戦っている皆さん本当にありがとうございま

す。私は家にずっといて学校にも行けず、最近はストレスを感じ不安定な毎日を過ごしていま

す。何もしない自分にも腹が立ってしまいます。でも皆さんが命を救うために前を向いて毎日

戦っているのを見て励まされた気分になりました。この戦いは果てしなく続くように思われると

思いますが、皆さんの力によって必ず終結します。私も戦います。 

 

・毎日私たちのために働いて下さってありがとうございます。私の家族や知人はまだ感染してい

ませんが、もっと感染拡大すれば私自身も含め命を落とすかもしれません。でも、誰よりも感染

のリスクが高いのは医療従事者の方々だと思います。命の危険がありながらも頑張って下さって

いる皆さんに高校生ながらに何ができるだろうと考えたとき、この取り組みがあることを知って

筆を執りました。拙い文章ですが、本当に応援しています。H.N 

 

・全医療従事者の方が新型コロナウイルスに感染された方へ全力で治療にあたっている姿は本当

にかっこいいです。感染拡大を阻止するために私は外出自粛、手洗いうがいを徹底したいです。 

k.g 

 

・日々深刻な状況が続いていて医療に関わるお仕事をされていることを報道やSNSで見聞きし

ています。本当に本当にありがとうございます。私はまだ大学生という立場で皆様の苦しみを全

て理解することは難しいかもしれませんが、コロナウイルスの収束により苦しむ方々、対応して

いただいている皆様が減ることを祈っております。将来看護師として医療に貢献し、恩を返した

いと思います。本当にありがとうございます。K.S 

 

・今の時期、私たちには想像もつかないような大変な思いをされていると思いますが、将来私も 

医療の現場で活躍したいと思っていて 皆様の背中を見て、より頑張ろうと思いました。 私たち

に 希望と夢を与えてくださってありがとうございます！これからも頑張ってください！ずっと

応援しています！！！ M.T 

 

 

・高校3年生の私には計り知れない苦労をなさっていることでしょう。コロナは薬によってきっ

といつか終息します。しかし今のあなたの経験・努力から得た新たな考え方だったり価値観だっ

たり、そのような内面的なものがあるとすれば、それは消えるものではないでしょう。メッセー

ジを綴っている私たちの、あなたへの敬意と感謝は消えません。大切な人を失う前に、あたたか

い世界になりますように。N.C. 

 



・最前線で治療をして下さり、ありがとうございます。 私は将来医療従事者を目指していま

す。 将来医療現場に立った際には、このことを忘れずに、そして皆様を見習っていきます。 治

療をしてくださっている医療従事者の皆さんは勇者です。応援しています。 

 

・妊婦の妻をもつものです。このような状況下でも、何不自由なく、妊婦検診が受けられており

ます。妻も出産に対して不安がっていますが、産婦人科で働く医療従事者の不安の方が大きいか

と思います。ネットなどの発展により、心ない発言も散見されますが、応援する人の方が圧倒的

に多いことを忘れずに、これからも日本国民のために、日本の医療のために、頑張ってくださ

い。 

 

・感染リスクが高まっているこの現状の中、患者さんの救護に尽力してくださりありがとうござ

います。 

 

・私も将来医療関係者を目指している者です。 今、世界中で新型コロナウイルスが流行してい

る中で、医療従事者の方は、自分が感染するリスクがあるにも関わらず、日本のために働いて下

さりありがとうございます。 いつ収まるのかも分からず不安な状態が続くと思いますが、よろ

しくお願い致します。これを読んで少しでも励みになればと思い送らせて頂きました。 

 

・こんな大変な中社会で活躍してくださっている医療関係者の皆様本当にありがとうございま

す。自分が感染してしまうかもしれないリスクを負いながらも感染してしまった人へ治療してく

ださることに大変感謝しています。長期戦になってしまうと思いますが体調に気をつけて頑張っ

てください。 

 

・必死に対応してくださり感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。 休みもな

く、不安と戦い辛い状況だと思います。 私たちにはこのような形でしか貢献できませんが、応

援しているので頑張ってください。Y，R 

 

・感染拡大が続く中、医療を届けてくださり、本当にありがとうございます。 

 

 

・医療従事者の皆様へ コロナウイルスで大変の中、最前線に立って治療にあたって頂きありが

とうございます。 コロナウイルスが、一刻も早く収束しますよう、私たちに出来ることをして

いきたいと思います。 本当にありがとうございます！ 将来、自分もそんな医療従事者になりた

いです。 N･M 

 



・医療関係者の方々ありがとうございます。大変なときだと思いますが、頑張ってください。 

僕は本当に尊敬しています。 休みもない、理不尽もあるその中でただただ見えない敵と戦いな

がら、命をまた1人また1人と救おうとしてる人に尊敬の念を抱かずにはいられない 本当にあり

がとうございます。 

 

・この大変な時期に医療の現場で働かれているみなさん、本当にありがとうございます。とても

忙しく大変になっていくかと思いますが、まずはみなさんがご自分を大切にしてください。私た

ちは活動を自粛しウイルス拡散を防ぐという方法でしかみなさんに貢献できませんが、少しでも

早くこの状況が収まりますよう祈っています。 

 

・誰もが疲弊していて、冷静な判断が出来ず、大変な状況です。それを目の当たりにしなくては

ならない医療関係者は、僕ら一般庶民よりも、もっともっと、精神も肉体も疲れ切っていると思

います。本当に、何も出来ない自分が情けないけれど、頑張ってください。諦めないでくださ

い。 

 

・医療関係者の方々のおかげで私達はここまで暮らせていました。そしてこれからもそうです。

新型肺炎の関係でどのような辛い思いをされるのかは私にはわかりませんが、日本の未来を救っ

てくれているのは紛れもなく医療関係者の方々です。本当にありがとうございます。 

　 

・医療者の皆さま、日々身を粉にして働いてくださりありがとうございます。自らが感染する恐

れもある中働かなければならない状況は、私には想像できないほど過酷なものだと思います。私

は幼少期から病院にお世話になることが多く、医療者の皆さまに心身共に何度も救っていただき

ました。その姿に憧れ、私も医療に携わりたいと思い大学で勉強中です。私達のために働いて下

さりありがとうございます。どうかご自愛ください。　M.K 

 

・コロナウイルスの感染が流行してから数ヶ月が経ち、状況が悪化して感染者も増えるなか、日

本がまだ最低限の生活を保てているのは医療従業者の皆様のお蔭です。終わりの見えない状況に

対しても、心身を擦り減らして奮闘なされていることに感謝申し上げます。私の家族や周囲の人

は無事です。それも全て皆様がいなかったら既にない幸せです。私にできることは家に篭ること

だけですが、お家から応援しております。頑張りましょう！ 

 

・大変な中いつもお疲れ様です。どうか健康に過ごせますよう遠くから祈っております。A.S. 

 

・いつも頑張ってくださってありがとうございます！私には手伝うこともマスクを提供すること

もできないですが、自粛をしっかり守って感染者が減ることを祈ってます！ 健康第一で頑張っ

てください！ 本当にありがとうございます。　M.C. 



 

・私はよくツイッターで看護師さんのつぶやきを見ています。小さい子供や大切な家族がいる。

その人たちを絶対に守りたいという思いと患者さんの助けになりたいという思いとが書かれてお

り、毎回考えさせられると同時にそんな中働く皆さんを尊敬しています。肉体的にも精神的にも

疲れ果てていると思います。これだけは伝えさせてください、わたしたちは心から医療従事者の

方に感謝をしています。本当に本当にありがとうございます。 

 

・高3女子です。自分の命よりも、見ず知らずの数多くの患者さんの命を最優先に行動してくだ

さっている医療従事者の方々に、心から感謝しています。朝も夜も機械のように休み暇なく、身

を削って感染者の方に尽くしてくださっている姿は、側から見ても本当に尊敬します。どうかそ

んな中でも、私たちに手伝えることがあれば声をあげて頂きたいです。 最大限、ご自分を大切

に行動してください。 

 

・みんなの命を守ってくれてありがとうございます。高校生の私ができることは自分と周りの人

がウイルスにかからないことくらいしかないからこそ本当に医療従事者の人達がかっこいいで

す。無理しすぎないようにしてください。S.K 

 

・自分の予防だけでも大変で、自分も感染してしまうかもというリスクもあるのに、患者さんの

治療に励まれていてほんとうにかっこいいと思います。私たちが家にいるしかない時に、必死に

多くの命を守るために働いてくださって本当にありがとうございます。かっこいいと1単語で表

現できないほど大変な日々かもしれません、きっとこれから更に大変になると思いますが、ご自

愛ください。 

 

・今、世界中でコロナウイルスが流行っていて、誰もこんなことになるとは思ってなかったと思

います。自分は看護師になり人を助けたいです。しかし、未成年で高校生なのでまだ人を助ける

ことはできません。せめて、自分の身は自分で守り人に感染させない、自分も感染しないことが

自分ができる一番のことだと思っています。メンタルも、体力も大変だと思いますがどうか、こ

の日本を支えてください。ありがとうございます。 

 

・辛い状況が続く中必死に必死に対応してくださり本当にありがとうございます。 テレビで、

日本は死者数がすごく少ないと報道されていました。きっとこれは、みなさんが全力で治療に当

たっているからだと思います。 ゴールが見えない中ではありますが、ずっと応援しています！

頑張ってください！ 

 

　 

 



・これ以上広まらないよう自分に出来ることを最大限にします。本当にありがとうございます。 

お疲れ様です。本当にみんなのために頑張ってくれてありがとうございます！！皆さんは私達の

ヒーロです！！ 

 

・自分も感染してしまうんじゃないかというリスクをいつも負いながらも、コロナという大敵に

正面から向き合って下さり本当にありがとうございます。感謝しかありません！ 私は普通の高

校生ですが、私にできる限りのことは徹底して取り組んでいきたいと思います。 

 

・自分の身を削ってまで働いていただき、本当に感謝しています。医療関係者の皆様の大変さ、

苦しさは計り知れませんが私は自分が出来ることを徹底し、患者にならないことが医療関係者の

皆様への1番の恩返し、お力添えになると考えました。簡単に頑張ってくださいとも言えません

が少しでもこの状況が悪化しないよう、良くなるように願っております。そして自分が出来るこ

とを徹底したいと思います。 

 

・医療関係者の方々、危険に晒されながらも日々対応してくださっていることに感謝します。毎

日医療関係者である両親やSNS、ニュースなどで医療関係者の皆様の姿を拝見するたびに改め

て誰かの命のために働いてくださる方がいるお陰で私は家で平穏な生活を送ることが出来ている

のだと感じます。まだ未熟者ですが学校の休校中に勉学に励み、いつか恩送り出来る様に頑張り

ます。　（とある高校生） 

 

・世界的に大変な中多くの人のためにご尽力されている沢山の医療関係者様に、全く携わりのな

い学生でありますがとても感謝しています。私は岩手県に住んでいます。公には唯一新型コロナ

ウイルス感染者が居ない県とされ学校も通常通りありますが、同じ電車に菌を持っている人が

乗っているかもしれないと心に留めて、手洗いうがいマスクを日々しながら過ごしていきます。

自分の体第一ではありますが、これからも日本を守ってください。 

 

・本当にありがとうございます。心から尊敬、そして感謝しています。医療関係者って本当に

かっこいいです。どうか皆様がウイルスに感染しませんように。新型ウイルスが一刻も早くおさ

まることを願っております。高校1年K.R 

 

・いつもありがとうございます！ とても感謝しています！ 

 

・コロナとも闘い、さまざまな偏見等もあると思います。本当にお疲れだと思います。私たちも

「Stay Home」「医療が私たちを守り、私たちが医療を守る」の精神を忘れずにがんばりますの

で、どうか踏ん張ってください。応援しております、 



 

・医療関係者様の、リスクを背負ってまで命を救おうとするお姿がすごくかっこいいです！私の

地域は普通に学校もあるので家にずっといるってことが出来ないのでとても残念です。ですが、

今私にできることをしっかりやって医療関係者様の努力を無駄にしないように、また、できるだ

けお世話にならないようにしたいと思います。大変だとは思いますが、ほんとうにありがとうご

ざいます。頑張ってください！ M.F 

 

・私は看護学生をしてます。 日本中、世界中の人が家で過ごしている中で毎日新型コロナウイ

ルスと戦いながら仕事、ありがとうございます。 私たちのためにこんなにも行動してくれてい

る医療従事者さんがいるのに、ありがとうを伝える場面は他にないと思い、書きました。 新型

コロナウイルスだけでなく、様々な場面で行動していただいてありがとうございます！日々、感

謝です！ M 

 

・コロナ感染拡大で大変だと思います。今の私には、家にいることしか出来ません。私は自分の

出来ることをしっかりしていきます。皆さんも頑張ってください。応援してます！R.T 

 

・毎日お疲れ様です。コロナウイルスの不穏なニュースしか流れない毎日ですが、一生懸命戦っ

てくださる医療関係者の方々が居てその中での不安と恐怖は計り知れないものだと思います。私

に出来ることは家での待機の意識と皆様への応援だけではありますが…。いつもありがとうござ

います。大変な思いをされていると思いますが私も辛抱強く我慢してまた明るく楽しい生活を送

れることを楽しみにしています。感謝しかありません。 N.H 

 

・いつも私たちの生活を支えて下さりありがとうございます。今、新型コロナウイルスの影響で

世界中が大変な事になっていますが、医療関係者の方々のおかげでたくさんの人達が救われてい

ると思います。とても辛いこともあると思いますが頑張ってください！ 

 

・頑張ってください！陰ながら応援しています！ 

 

・自分がいつ感染するかもしれないというリスクや不安、いつ収束に向かうかも不確かな状況で

私達の安全を守ってくださる医療従事者に感謝するとともに本当に尊敬しています。人員不足で

若手の医師の方々までもがコロナファイターとして駆り出されているということをニュースで知

りました。何もできない私に安易に頑張れとは言えませんが、私達に出来ることを少しずつでも

推し進めていきます！本当にありがとうございます！！　K.S 

 

・ありがとうございます！大変だと思いますがこれからも頑張ってください！！ 



 

・医療関係者の皆様本当にお疲れ様です。 今一番頑張っていらっしゃるのは医療関係者の皆様

だと思います。厳しい条件下にはありますが、私も陰ながら応援してます！ 今救い出せる一つ

一つの命 救って下さい。 お願い致します。 最後に言います。本当にお疲れ様です。頑張って下

さい！ 

 

・頑張ってください！！！！！人間が最後に頼る場所は医師の元。私たちも予防して、感染者を

増やさないようにします。 

 

・沢山の命を助けてくださってありがとうございます。応援してます n・a 

 

・毎日お疲れさまです。 毎日いろんな患者さんがいらっしゃってすごく大変だと思います。リ

スクを背負うことになるため不安や恐怖もあり肉体的にも精神的にもすごく辛いと思います。そ

れでも1人でも多くの方が治るようにと必死に対応してくださりありがとうございます。コロナ

ウイルスがこれ以上拡大しないこちらもできる最善を尽くしたいと思います。まだまだ大変だと

は思いますが応援しています。 

 

・大学の獣医学部に通う者です。 コロナの被害は拡大し、自分たちも感染するかもしれないと

いうリスクと不安の中で必死に働いて下さっていると思います。 これからの日本のために、も

うひと踏ん張りよろしくお願いします。 体を大事になさってください。 

 

・私の母は看護師をしています。今このような状況の中涙を流しながら働いている方もいらっ

しゃると聞きました。 絶対的な安全など無い中でのお仕事がどれほど大変か学生である私には

想像も出来ませんが、本当にご苦労様です。 私達も外出自粛などから始めて、なるべく医療現

場の皆さんをサポートしたいと思います。 本当に心から感謝を伝えたいです。 W.N 

 

・北海道在住高校3年生の18歳です。 危険な状況下の中、日々医療現場で働く皆さんを本当に尊

敬しています。リスクある中で懸命に治療を行ってくださりありがとうございます。私たちも、

外出を控えたりエチケットを徹底するなど出来る限りの事を実践しています。皆さんは私たち国

民のヒーローです。 

 

・自分らが感染するかもしれない中、感染リスクにもありながら、一生懸命私のケアをしてくれ

てありがとうございます。 

 



・1番危険な立場でありながら 患者さんを支えていて辛いことも あると思います。 私たちに

とって現場の方々は とても大切な存在です。感謝しています。 私も外出自粛など自分に出来る

こと を努めていきたいと思います。 感染に気をつけながら頑張って下さい。 応援しています。 

 

・毎日毎日日本のために尽くして下さって本当にありがとうございます、医療従事者の皆さんが

大変な思いをしてる中で私たちは、コロナにかからないための外出自粛しかできませんが、少し

でも自分にできることをしていきます。本当にいつもありがとうございます。 

 

・医療従事者が懸命に治療にあたっている報道を拝見しています。感染するリスクがありながら

も国民のために日々闘って下さりありがとうございます。かっこいい皆さんを見て、臨床検査技

師になるという私の夢は以前より大きくなりました。人手も足りず激務だと思いますが負けずに

頑張ってください。私も自分にできることを探します！ 

 

・感染するリスクを背負いながらも対応してくださっている方々、本当にありがとうございま

す。私は3月から犬の散歩に行く以外は外出していません。これからも継続していきます。早く

元の世界に戻れることを願っています。 

 

・現在コロナウイルスが流行しているにも関わらず、病院内で働きになされている方々に本当に

感謝しています。感染してしまう可能性もあると思いますが、感染防止のため、手洗いなどの対

策を心がけて、これからも頑張ってください。応援しています。 

 
 
・頑張ってください！！！！！人間が最後に頼る場所は医師の元。私たちも予防して、感染者を

増やさないようにします。 
 
・コロナ感染拡大で大変だと思います。今の私には、家にいることしか出来ません。私は自分の

出来ることをしっかりしていきます。皆さんも頑張ってください。応援してます！R.T 
 
・いつもありがとうございます。みなさんのおかげで私たちは沢山救われています。大変だとは

思いますが自分を大切にしてがんばってください。私たちも頑張ります！！ 
 
・ご自身のお身体もお大事になさってください。私たち一般人は家にいることしかできませんが

周りにも呼びかけてみんな家にとどまってこれ以上の感染者を増やさないよう努力します。 
 
・本当にありがとうございます。心から尊敬、そして感謝しています。医療関係者って本当に

かっこいいです。どうか皆様がウイルスに感染しませんように。新型ウイルスが一刻も早くおさ

まることを願っております。高校1年K.R 
 
・1番危険な立場でありながら患者さんを支えていて辛いこともあると思います。私たちにとっ
て現場の方々はとても大切な存在です。感謝しています。私も外出自粛など自分に出来ること 
を努めていきたいと思います。感染に気をつけながら頑張って下さい。応援しています。 



 
・今の時期、私たちには想像もつかないような大変な思いをされていると思いますが、将来私も 
医療の現場で活躍したいと思っていて 皆様の背中を見て、より頑張ろうと思いました。 
私たちに 希望と夢を与えてくださってありがとうございます！これからも頑張ってください！
ずっと応援しています！！！ M.T 
 
・目に見えない恐怖に怯えることなく、ただ命の救いのために働かれる関係者皆様に深い感謝と

激励を送ります。この苦しみに私たち人間が耐え、必ず生きて乗り越えれることを祈ります。皆

様の力が必要です。応援してます。H.R 
 
・先の見えない不安の中　どんなに予防、自粛しても　目に見えないウイルス🦠は　なくなる
どころか　どんどん増えていく一方。医療従事者の方々に　お願いするしかないのです。どうか

　人々の命を　守ってください‼ 
 
 
 
・私たちは、家にいるだけだけど、そんな中一生懸命リスクを背負って、コロナに立ち向かって

いる方々、私たちのためにありがとうございます。頑張っている方々のためにも、私たちは、予

防できる方法を常に行なって、今頑張っている方々に感謝して生活していきたいと思います。皆

さん、頑張って下さい。   K.H 
 
・世界を守ってくれ！ 
 
・高校生2人の母親です。勉強しない子供たちにイライラしている自分が恥ずかしいです。コロ
ナと闘っている医療関係者さんたちがたくさんいるのに。たまには身体をゆっくり休めてくださ

い。誰も怒りませんから。R.S 
 
・児童の福祉施設で指導員をしています。毎日、ウィルスの脅威に怯えながらの生活ですが、医

療従事者の方々は私達の想像を絶する環境下での任務であると思います。自分の家族を守らない

といけない反面、家族を犠牲にして国民を守る立場にあり、本当に心身共に過酷な状況…。 
 
・医療従事者の方々には心より感謝申し上げます！！M.C 
 
・空港などで、３人程度の方々がコロナの検査をしているとニュースで見ました。しかも、マス

クしか装備せず……やはり、今最もきけんなのは、医療従事者の方々だと思っています。どう
か、自分の体のことも気遣ってあげてください。一刻も早く、コロナの被害が収まることを、心

より祈っております。 
 
・医療の最前線で戦っている方々には、感謝しかありません。ありがとうございます。 
私は応援することしかできませんが、早い終息を切に願います。頑張って下さい！Y.H 
 
・あなたも誰かの大切な人の一人です。あなたを誇りに思います。医療従事者あっての終息だと

思います。自分を労って下さい　　I,M 
 
・今、感染していない私たちも、医療関係者の皆様がいるから安心して暮らせています。皆様

は、感染者だけではなく、感染していない私たちのメンタルの面での支えにもなっています。感

謝してもしきれませんが、少しでもこの気持ちを伝えたいと思い、メッセージを送ることにしま

した。この状況が少しでも早く終わることを願うと共に、皆様の健康も願っています。M.S 



 
・医療関係の皆様、全力で病気に立ち向かい、患者さんに、寄り添っていただき、感謝しかあり

ません。みなさまの温かい心と、負けない強い心を、 
応援しています。 
 
・医療を受けられるのは、そこで頑張ってくださる皆さんのおかげです。ご自身の感染リスクを

負いながら、逃げず向き合ってくださってありがとうございます。 
私に出来ることは、外出を減らし手洗いをすること。病院へ行かずにすむよう、今後も気をつけ

ます。医療関係者の皆さん、ありがとう！青森のH.S 
 
 
・持病を持つ息子の母です。先生方が居るお陰で日常を過ごせて居ます。この感染症もたくさん

の患者さんが救われて生き延びていると思います。毎日想像も出来ないほどの不安と戦っている

事でしょう。みんなが家に留まって先生たちの負担を少しでも減らせるように、そして早く防護

服を脱げるように私たちも頑張ります。   m.s 
 
・いま最前線で働いてくださっている医療従事者の方！そして厚生労働省で、保健所で感染症対

策に昼夜問わず働いてくださっている医療従事者、研究者のみなさま！本当にありがとうござい

ます！！表には出てきませんがみえない皆様の努力にいまこうして国民が支えられています！感

謝します。 
 
・目の前の人々の命を救うため、今も文字通り体を張って働いてくださっていることと思いま

す。ありがとうございます。今は医療従事者の皆様に会わないような状態が最善のアクションだ

と考え、微力ながらもこのような応援メッセージを送ります。心から感謝申し上げます。 
 
 
 
・初めまして高校3年生です。僕らのような一般人の代わりに、新型コロナウイルスに立ち向か
い、戦ってくださりありがとうございます。このように感謝の文を送ることしかできないです

が、この文を見て少しでも力になれたらなと思い書かせていただきました。このような形でしか

応援はできませんが、これからもよろしくお願いします。K.M 
 
・いつも現場で命の救いに徹してくださって、自分の命を犠牲にしても職を全うしようとする姿

に心から感謝します。 
 
・つらい中お仕事お疲れ様です。日に日に患者さんが増えていって対応が追い付かなくなってき

ているという事をニュースでよく聞きます。目に見えないウイルスとの戦いは怖いと思います。

だけど、諦めずに頑張ってください‼僕ができることは少ないですが、僕は今自分ができること
に尽力し、少しでも医療関係者さんの手助けをしたいと思います。 
 
・大変だと思いますが、頑張ってください。 
 
・自分が感染するかもしれないという恐怖の中で、人助けをするのはとても勇気が要ることだと

思います。これからも頑張ってください！ 
 
・命を守る大切なお仕事、本当にお疲れ様です❗ いつか、コロナ終息し、また自由に外出でき
る日が来ることを信じています✨M 
 



・私は、今必死に対応して下さっている医療関係者の方々のために応援することしか出来ません

が、どうか応援が届くことを祈っています。これまでもこれからも医療関係者の方々は、私たち

にとって必要不可欠な存在です。そんな方々の気持ちの面を守れるようにメッセージを送らせて

頂きました。 
 
・本当に本当に感謝してもしきれません。 
今は、感謝を伝えることしか出来ませんが、何か私にも出来ることが有ればすぐに行動に移しま

す！遠くからではありますが、心の底から応援しています！ 
 
 
 
・ほんとに尊敬です。私も入院したことがあるので分かるんですが入院している人にとって、そ

ばに居てくれる医療関係者の方はほんとに支えです。この状況がはやく無くなりますように。そ

して、医療関係者の方も、安心してお仕事が出来ますように。うまく伝えられませんが大尊敬し

ています。 
 
・医療従事者の皆々様。日々、私達のために危険な最前線で精一杯、誠実に頑張ってくださいま

して本当にありがとうございます。心からの尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。どうか、皆さ

ま、ご自身のお身体を大切に、これからもよろしくお願い申し上げます❣本当にありがとうござ

います。ただただ御礼を申し上げることしかできませんがありがとうございます。 
 
・自分たちもコロナに感染してしまうかもしれないのに患者さんたちの命を救えるよう努めてく

れてありがとうございます。これからも頑張ってください。 
 
・皆さんが私達を助けてくれています。皆さんが、国を助けてくれます。ギリギリの所で、踏み

とどまっているのも、皆さんのお陰です。有り難うございます。 
 
・感染するかも、という危険な最前線で頑張ってみえる医療関係の皆様、どれだけお礼を言って

も言い尽くせません。でも、皆様の頑張りに心から称賛と拍手を贈ります。感謝💖　H.K 
 
・毎日毎日休みなく、私たちのために対応してくださりありがとうございます。私たちは、今は

家にいることしか出来ませんが周りの友人や知人に声をかけてコロナが治るように出来ることか

ら取り組んでいきます！どうか、お体を崩さないように祈っています。 
 
・私の家族が医療従事者で毎日忙しそうに働いてます。皆さんも忙しくて大変だと思います。そ

れでも、患者さんや私たちのために必死に対応して下さって本当にありがとうございます。遠く

からですが、エールを送るので届くと良いです。 
 
・本当は、すごく怖くて不安な中対応に当たって下さっていることと思います。不安を抱きなが

らも一生懸命に対応してくださりありがとうございます。私は将来医療従事者になりたいです。

そのために今の自分にできることを考えて行動します。 
 
・コロナウイルスの患者の死者数が少ないとテレビで報道されていましたが、その裏ではものす

ごい不安と恐怖を背負いながらも闘って下さっている医療従事者の方々がいるのだと思います。 
どうかお体をお崩しにならぬよう祈っています。 
 



・このご時世、外出を禁止されている中コロナウイルスの患者さんのために最前線で力を尽くし

ている医療関係の方々への感謝とともにとても憧れを抱いています。どうか体調にはお気をつけ

てください。コロナウイルスが落ち着くまで、ずっと応援しています！頑張ってください！ 
 
・日本の救世主みなさま日本を救うためご尽力くださり、本当に本当にありがとうございます。 
伝説となってください！R.S 
 
・御多忙の中読んでいただきありがとうございます。このような世の中で医療関係者の方々は自

分の命と引き換えに戦っている現実を想像すると「感謝」という言葉では収まらない気がしてい

ます。私は今年から大学生になる者ですが、こうして無事に大学生になれたのも1人でも多く患
者を救い、1人でも多く早期発見のために精を出してくださっている医療関係者の方々のお陰だ
と感じています。本当にありがとうございます。 
 

・毎日毎日感染のリスクと、そして命と戦ってくださりありがとうございます。お疲れさまで

す。僕は直接的に皆様に協力できませんがせめてもの協力として手洗いうがい消毒と最大限の予

防をします。終わりの見えない戦いと思います。どうかご無事で。 

・最前線で治療や検査にあたって頂いている医療関係者の方々には大変な負担がかかっている状

況なのだと感じます。私達は自宅待機し体調管理と健康観察はこれからも日々行って参ります。

感染しないよう感染させないように心がけます。この状態が早く治るよう願っております。医療

関係者の皆さま、お体にお気をつけてください。本当にありがとうございます。S.Kより 
 
・医療従事者の皆さま、新型コロナウイルスの治療の為に日々精進して頂きありがとうございま

す。いつ終息するか分からなく、先が見えない状態の中で、リスクに怯えながら対応することは

容易ではないと思います。そんな中、医療の最前線で活躍されている皆さまには感謝の言葉しか

でてきません。 

・まだまだ大変な状況は続くと思いますが、少しでも早く事態が収束することを願っています。

どうか、お体には気をつけてください。 

・最前線で、大きなリスクに晒されながら、感染症と闘ってくれている方々には頭が上がりませ

ん。一刻も早い収束を願っています。くれぐれもお身体にはお気をつけください。y.h 
 
・布マスクやガウン等最低限のものもない状態で医療にあたっておられる事、心から敬意を表し

ます。どうか医療従事者ご自身の健康も大切になさってください。 k.i 
 
・私は某予備校で英語を教えておりますが、元生徒さんからこのメッセージのことをききまし

た。医療に従事される皆様、ご自身方も感染の危険があるのに、昼夜を問わずこのコロナパンデ

ミックと闘われ、患者さんを助ける為にご自身の命とご家族の命をも危険にさらしてくださり、

本当に頭が下がります。ありがとうございます。 
 
・いつも最前線で働いて下さっている医療従事者の皆様、本当にお疲れ様です。私は家に籠って

いるだけで何もお手伝いすることができないですが、せめてこれ以上患者さんを増やさない為

に、どんなに誘惑が多くても3密を避ける努力をすることは続けます。どうか頑張って下さい！ 
 
・医療従事者の家族に育てられ私は大人になりました。病院は幼い私の原風景です。 



しかしこの呼びかけを知るまで、そのことをすっかり忘れていました。自分ひとりで大人になっ

たような錯覚をしたまま、今は家で子どもと過ごす日々です。仕事もままならず、ストレスがた

まる瞬間もあります。みなさん医療の第一線で苦闘しておられることを想像すると、何もない日

常に感謝がこみあげます。（桜美林大学・ディスカバ） 
 

・高校生の自分にできることは少ないですが自分でできることは全てして医療の負担にならない

ようにします。いつまで続くかわからない状況の中で人々の命を助けるというのは相当ストレス

などが溜まると思いますがそんな中で戦い続ける医療の皆さんはとてもかっこいいです。頑張っ

てください。Y.M 

・この度は新型コロナウイルス患者の対応を自らの感染リスクを背負いながらも対応して下さり

ありがとうございます。感染症患者には病院や医療関係者が必要不可欠ですが、リスクを伴った

対応は誰もが快く引き受ける仕事では無いと思います。その仕事を請け負う皆様はとても偉大に

思います。皆様の御負担が少しでも軽くなるよう自宅待機や、感染予防等私達に求められている

こと出来ることを精一杯やりたいと思います。  M.T 
 
・現在、世界中で新型コロナウイルスが感染拡大しているなか、私は医療関係者の皆様に感謝を

伝えたくてメッセージを送らせていただきます。自らもウイルスに感染するリスクがあるにも関

わらず、命を救おうと懸命に働いている皆様におかれましては、ただただ感謝しかありません。

本当にありがとうございます。1日でも早い新型コロナウイルスの終息と皆様のご無事を心から
祈っています。K.T 
 
・ありがとう。日々病気や怪我をした時に診てくれてありがとう。私たちを病気から守ってくれ

てありがとう。病気の危険性を教えてくれてありがとう。寄り添ってくれてありがとう。励まし

てくれてありがとう。そして今もなお猛威をふるっているコロナと最前線で戦ってくれてありが

とう。あなたたちのおかげで日々を過ごせてます。ありがとう。 
 
・医療現場の壮絶さを私たち国民の多くが知りません。知っていても実感として捉えられる人は

残念ながら少ないでしょう。しかし、あなたたちがいてくださることで多くのいのち、人々の健

康が守られていることを微力ながら伝えていきます。ありがとうございます。 
 
・頑張れ 
 
・この難局を乗り越える為に、日々の生活を営んでいく為には社会福祉が欠かせない事を私達は

知っています。医療現場の最前線で闘う人々に感謝を。医療従事者のみなさんへの感謝を常に欠

かすことはできません。(MN) 
 
・ご自身もコロナの脅威に晒されているなかでも、患者の為に一生懸命手を尽くして下さりあり

がとうございます。私には手伝う事もできず、こんなことを言うことしかできませんが、私たち

ができることは感染の予防をすることです。できるだけ人との接触を避け、家にいます。そして

自分だけでなく自分の大切な家族や友人、親戚などにも予防を呼びかけ気をつけていたいと思い

ます。この状況が少しでもよくなることを心より祈ります。 
 
・昨今のコロナウイルスの情勢の中、感染する恐れがあっても日々患者の方々へ対応をしてくだ

さっている医療従事者の皆様には本当に頭が下がります。自分も今は外出自粛や手洗いを徹底す

ることに努めています。これからもこのウイルスは当分収束しないと思います。でも一人でも減



らす為に、一人でも死者を出さない為に医療従事者の皆さんもそれ以外の人も一丸となって取り

組んでいきましょう！頑張って下さい！応援しています！ 
 
・高校生の保護者です。コロナウィルスの前線で、感染の恐怖を感じながら、一生懸命、お仕事

をしてくださり、心より感謝しています。子供たちを外に出さず、募金すること以外に、何かボ

ランティアでできることがあれば発信していただけたらと思います。お力になりたいです。 
 
・頑張ってください 
 
・今、大変な中、私たちのために対応してくださり、ありがとうございます。ニュースで毎日、

コロナのことが報道されていて、医療現場では私たちの想像以上に大変なことになっていると思

います。私の母親も看護師で、毎日不安と闘いながら、仕事場に行っているのを見ると、何もで

きない私は無力な気持ちになってしまいます。私ができることは、必要ではない外出をさけ、感

染させないことだけですが、皆さんの安全を心から願っています 
 

・毎日、お疲れ様です。いつも命の危険と隣り合わせの中、本当に感謝の言葉しかありません。

私は医療関係の仕事を目指していますが、皆さんの頑張る姿はとてもかっこよく、尊敬します。

日に日に感染者か増えてはいますが、明けない夜はありません！どうか体に気をつけてこれから

も頑張ってくたさい。応援しています！ 

 

・終わりの見えない新型コロナウイルス、あなた方のお陰で生きる命があります。ありがとうご

ざいます。大変だったり、辛いのは重々承知です。恐怖もあるかもしれません、頑張ってくれて

ありがとうございます。これは皆に言えることですが、いつかコロナが終わったら好きなこと

いっぱいしましょう！！！休息も忙しいとは思いますが、取れるときにいっぱいとってくださ

い。健康で過ごせますように願っています。 

・医療関係者の皆様の、謙信的な御尽力により、私達市民は安全な生活を維持出来ております。 
皆様の御蔭で、何丈の命と健康が、救われている事でしょうか。心より御礼申し上げます。 
有り難う御座います。無力乍ら皆様の、安全を心より願っております。    T.T 
 
・日々、大変忙しい中毎日毎日お疲れ様です！今はとても辛い時間が続くかもしれませんが、み

んなでこの危機を乗り越えて行けるように負けずに、頑張っていきましょう！どうかお体にお気

をつけてください！ 
 
・いつも日本の医療を支えている皆さんをとても尊敬しています。そのおかげで私たちはいつも

救われています。特別何か手伝えることはありませんが自分たちが今できることを精一杯やろう

と思います。応援してます！ 
 
・まだまだ先の見えない不安がある中で、最前線に立ち、リスクや不安を抱えながら毎日懸命に

戦ってくださり本当にありがとうございます。医療関係者の方々の頑張りがあって、日本はまだ

ぎりぎりの段階で踏み留まれていると感じます。感染拡大を防止するために私も外出自粛など出



来る形で身を守り、周りを守りたいと思います。まだまだ不安な日々が続きますが、お体に気を

付けてこれからもよろしくお願い致します！ 
 
・当たり前に思っていた日常が、当たり前に過ごせなくなり、そんな恐慌の中、現場で頑張って

くださっている皆さまには感謝してもしきれません。どうかどうかお体に気をつけてくださいま

せ 
医療従事に全てに関わる方々本当に本当にありがとうございます！！ 
 

・患者、医療者ともに無事を祈っております。 

・父が入院していた時、昼夜問わず笑顔で対応してくれた姿に感謝しかありませんでした。たい

へんなお仕事だと思います。心からの励ましを贈ります。あと、ちゃんと食べてください。 
 
・まだまだ先の見えない不安がある中で、最前線に立ち、リスクや不安を抱えながら毎日懸命に

戦ってくださり本当にありがとうございます。医療関係者の方々の頑張りがあって、日本はまだ

ぎりぎりの段階で踏み留まれていると感じます。感染拡大を防止するために私も外出自粛など出

来る形で身を守り、周りを守りたいと思います。まだまだ不安な日々が続きますが、お体に気を

付けてこれからもよろしくお願い致します！ 
 
・ご自身もかかるかもしれないというリスクの中、私たちのために尽力して頂いて本当に感謝し

かありません。私は現在、家にいることしか出来ませんが一刻でも早く事態が収束する事を心か

ら願っています。 
 
 
 
・初めまして。事態を終息させるために、我々素人が出来る取り組みは、ただ外に出ない、それ

だけです。私はそれが悔しい。募金などで医療機関に貢献したい。けど、人が足りないのでは、

お金があっても効果は薄い。国のためにがんばってくれて、感謝の限りです。本当にありがとう

ございます。 
 
・ありがとう。 
 
・高3受験生です。コロナウイルスの治療にあたっておられる皆様の姿を見ていると、自分も勉
強に負けるかとお力頂いております。どうか休める時にゆっくり休んでください！！！ささやか

ながら応援しています。 
 
・毎日怖い思いもしながら、私たちと私たちの大切な人達のために動いてくださり、ありがとう

ございます。十分に眠ったり、休んだりすることが難しいなか、ウイルスと戦ってくださってる

皆さんに感謝すると同時に、私たちが外出自粛をするのは勿論、SNSなどを通じて外出自粛を
呼びかけたり、手洗いうがいをこまめに行い、他人にうつさないような努力も続けて行きます。

一緒に頑張りましょう！高校1年 
 
・医療機関の皆様並びにボランティア活動含めコロナウイルスの対応・対策に感謝申し上げま

す。普段医療という分野に興味も関心もなかった私ですが、国を支え民を支える根幹が医療であ

ることに今更ながら気付きました。なおのこと多忙を極めるかと思います…微力ながらも私も周
りに自粛や隊長管理を呼びかけ、共にコロナウイルスを乗り越えましょう。改めて感謝申し上げ

ます。　　　　　新高3　 



 
・最前線で医療を支えている医療関係者様ご苦労様です。そして感謝しかありません。僕らが守

られているのは医療関係者様のおかげであります。ありがとうございます。この先、どのぐらい

で終息するかもわかりませんがどうか、ご無理をせず。 
 
・応援しています。 
 
・日々ニュースでは病院の状況やウイルスの感染力を多く取り上げていますが日に日に増えてい

く感染者に対応する方々の精神的負担は計り知れないものだと思います。自分も感染するかもし

れないという不安と毎日沢山の方が亡くなられる精神的ショックは私たちより病院にいる方のほ

うがきっと大きいと思います。そんな中で、一生懸命対応してくださり本当にありがとうござい

ます。一刻も早い事態の好転を期待して頑張りましょう！ 
 
・医療関係者の皆様 一瞬一瞬で状況が変わり毎日先の見えない時間を過ごしておられることと
思います。私たちも同じ状況ではありますがこの様な大変な状況の中一番危険な現場で働いて下

さっている皆様に感謝の気持ちで一杯です。不安な日々時間が続きますがどうぞお身体お気を付

けて沢山の尊い命をお救いください。私たちに出来ることは少ないですがまずは自分の命を守る

行動をしまた人に感染させず人の命も守る行動をして行きます。 
 
・日々世界のため、命のため働いてくれてありがとうございます。皆さんの苦労は現場の方しか

わからないことだとは思いますが、本当に感謝しています。少しでも自分の身体をいたわってく

ださい！ 
 
 
 
・毎日お疲れ様です。感染のリスクを背負いながら働いてらっしゃる医師、看護師、薬剤師、検

査技師、研究者など医療従事者の方々には日々感謝しております。ありがとうございます。私に

は、何もできなくてとても申し訳ないです。ただ、周りの人のためにも、いま自分がウイルスに

感染しないように出来ることをしています。皆様、体力的にも精神的にもお辛いとは思います

が、健康に十分にお気をつけてお過ごし下さい。 
 

・いまの自分たちの生活は、こうしていまも最前線で大変な中頑張る方々のおかげで成り立って

いるのだと思います。ありがとうございます。感謝すると共にいま自分ができることをして応援

できればと思います！ 

・わたしは将来医療従事者を目指しています。ニュースなどを見ていると医療崩壊ギリギリのと

ころで頑張っていると報道されているのをよく目にします。そんな中で頑張ってくださり、本当

にありがとうございます。私は、これ以上感染者が増えないように周りの人に声かけなどをし

て、自粛を徹底していきたいと思います。 
 
・わたしは将来医療従事者を目指しています。ニュースなどを見ていると医療崩壊ギリギリのと

ころで頑張っていると報道されているのをよく目にします。そんな中で頑張ってくださり、本当

にありがとうございます。私は、これ以上感染者が増えないように周りの人に声かけなどをし

て、自粛を徹底していきたいと思います。 
 



・医療関係者のみなさま、毎日本当にありがとうございます。私たちが安心して生きられるのは

いつも何かあったときに助けてくださるみなさまのおかげです。大変な状況ですが、ご無理なさ

いませんように。M.K 

・応援しています。あなたたちの頑張りを国民誰もが知って、応援しています。頑張ってくださ

い。ありがとうございます。 
 
・毎日毎日お疲れ様です。私は接客業のアルバイトをしておりますが、やはり医療従事者の方々

を思うと自分も頑張らないといけないなと感じます。未だ終息の兆しが見えない中での労苦は察

するに余りあります。しかし、いずれ終息を迎える時月必ず訪れます。だから負けないで！患者

さんの命を救えるのはあなた方しかいません。私に出来ることは感染しないために今できる事を

精一杯やります。この国難を共に乗り越えていきましょう！ 

・この危険な状況の中、私たちのために命をかけて最善を尽くし、闘ってくれてありがとうござ

います｡皆さんがいてくれるから、感染した方も懸命に頑張れていると思います。今の医療機関

については、ニュースでしか知ることが出来ませんが、本当に大変な状態にあることは知ってい

ます。私も1人でも多くの人が感染しないよう、できることは徹底しているので皆さんも、体に

は気をつけて頑張ってください。心から応援しています。M.K 

・私の息子と娘も医療従事者です今のところ地方なの　大丈夫ですがコロナの治療に関わる医療

従事者の方に　頭が下がります。タクシーに乗れなかったりする差別　を聞いたりすると悲しく

なります　毎日命をかけて頑　張ってる医療従事者の方、頑張ってください。 

・医療現場で働かれている皆様へ。大変なこの時期にお疲れ様です。毎日のようにメディアで大

変な様子を見ているとこの人たちのおかげで日本は今の現状を保たれているのかと思うと感謝し

てもしきれません。私だったら感染しちゃうし働きたく無いと思ってしまうのにそんな中で働か

れている姿はカッコいいです。 

・医師、看護師、薬剤師などの、皆様、命がけのお仕事、お疲れ様です。感謝しかありません。

私にできる事は、自粛、ステイホームしかないので、それを続けています。どうか、感染予防を

心がけ、体を大切に、無理せず、頑張ってください。本当に感謝申し上げます。 

・世界未曾有のウィルスに立ち向かっている最前線の医療関係者の方々には頭が下がります！未

知のウィルスを終息さるる宿題の鍵も最前線の方々にかかっています！１日も早く医療現場の方

が安心できるように私達は最後部でありますが できるの限りね力で頑張ります！ 

・日々、感染のリスクを抱えながら感染患者さんの治療と社会不安の抑制にご尽力くださいまし

て、どうもありがとうございます。医療従事者の皆様が、ご自身から感染からお守りになり、患

者さんの完治に向けて活動を続けて頂けるように微力ながら応援させて頂きます。薬剤師　 



・最前線で作業されている医療従事者の皆様　今現在は厳しい時期ですがまた国民全てが健康で

歩ける日を目指して頑張ってください。医療従事者の方々には感染リスクがある上での活動に対

して敬意を持ってメッセージを送らせて頂きます。皆様の勇気ある活動をありがとうございま

す。感染に注意してこれからも頑張って下さい。我々は応援しています。From:TK 

・第一線でコロナウイルスと戦っている医療従事者の方々が心身ともに疲弊していることは、想

像に難くありません。コロナウイルスの終息に向けた取り組みは、全世界的に取り組むことであ

ると認識させられるとともに身近なところから個々人が何が出来るかを考えさせられるものだと

実感しています。言葉よりも先に適切な行動をとることが重要だと思う日々です。1日でも早く

日常が戻らことを願っています。　J.I 

・医療関係者の方々には、感謝してもしきれません。自分たちが何かできるとしたら、感染を広

げないことです。その為に一人一人が気をつけ、責任ある行動をしなければなりません。感謝の

気持ちを行動にうつし、祈りに変え、奇跡が起こりますように。一日もはやく、医療関係者の

方々が心から休める日が戻りますように、みんなで戦いましょう。M.K 

・医療の最前線で私達を守り戦っていただきありがとうございます。皆様もご自身やご家族の皆

様のお身体を守りながら頑張ってください。日々、皆さまに感謝して暮らしております。ありが

とう❤ ありがとう❤ ありがとう❤  

・♡-(๑˙ー˙๑)-♡ 

・ありがとう 

・私たちと同じようにご家族や大切な方がいらっしゃるにもかかわらず、日々危険と隣り合わせ

の中コロナウィルスと最前線で闘っていただいていることに心より感謝申し上げます。皆さまや

皆さまの大切な方々に危険が及びませんことを切に祈っております。本当にありがとうございま

す。K.I 

・皆さまが、ご使命を果たしてくださることに、心より感謝申し上げます。皆んな一人の人間。

弱さも強さも、支え合っていけれることを、僭越ながら願います。心が通い合いますように。 

・地球のために戦ってくれて本当にありがとうございます！ウイルスにかかってしまう可能性が

あるなか、必死で努力して蔓延を止めようとしている医療従事者さんたちには尊敬で頭が上がり

ません！僕は最大限応援しています！頑張ってください！R.S 

・お疲れ様です。大切な家庭をお持ちの方が多いと思うのですが日本のために、国民のために全

力で働いてくださってありがとうございます。自分の周りの友人は普通に外でたりしてる人がい



るのでこれ以上増やさないためにも自粛してる私たちが注意をしていこうと思います。いつも本

当にありがとうございます。 

・一緒に頑張りましょう！！同じ医療従事者より 

・皆さま、私達の未来のために懸命に尽くしてくださってありがとうございます。心より応援し

ています。どうかご自身やご家族のお身体も大事になさってください。 MH 

・コロナ感染症の検査、治療、対応に携わって下さっている皆様へは心からの感謝の想いで一杯

です。激務の中、心無い方からの様々なパッシング等もありますが、これに負ける事なく、皆様

のお力こそが日本を救う源になると確信しております！F Y 

・高校生です。ずっとお礼が言いたくて、こんな機会がいただけて嬉しくおもいます！よく

ニュースやSNSで、自粛をしない人だとか、医療従事者を差別するような嫌な話を耳にしま

す。が、私はこう思います。そんなことをする人数よりも、何千倍も、感謝の気持ちを持ってい

る人たちが多い！感謝する機会がなかなかないだけです、、世界中のために命をかけて携わって

いただいて本当にありがとうございます。 

・医療従事者の方の新型コロナウイルス感染が問題になっているとニュースで知り、とても胸が

痛いです。私が家にいてのんびり過ごしている一方、世界中の医療従事者の方が命懸けで闘って

いると考えると、居ても経ってもいられない思いですが、だからこそ、健康に気をつけ、外出を

控え、落ち着いて過ごそうと思います。毎日ニュースで見る度に感謝の思いが強まります。本当

にありがとうございます。 

・この目に見えないウィルスを相手にしている医療従事者の方々には、私たちには計り知れない

思いや重圧が日々重くのしかかっていることと思います。そのことを思うと、感謝しかありませ

ん。私たちはこれ以上感染者を出さないように不要な外出を控えることしかできませんが、どう

ぞお体に気をつけて頑張ってください。応援しています！ 

・皆さま、私達の未来のために懸命に尽くしてくださってありがとうございます。心より応援し

ています。どうかご自身やご家族のお身体も大事になさってください。 MH 


