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・医療従事者の皆様、最前線で頑張ってくださりありがとうございます！
心から尊敬の念を込めて…。（大槌町20代）

・皆さんが頑張っているから、私たちはコロナの怖さと向き合って生活することが
できています。出口が見えない日々はつらい。でも、皆さんが希望の灯火です。
(盛岡市30代)

・命の最前線にいつも居て大変な思いをしてると思います。命を守って下さりあり
がとうございます。体調を崩さないようにお気をつけください。感謝、感謝！
(西和賀町40代)

・うちの母は、認知症で入院中です。状況のよく理解できない患者のケアを、コロ
ナ対策をしながら行うことは、相当大変なことだと思います。家族として、感謝
の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。（花巻市40代）

・自身の感染のリスクにも配慮をしながら、日々業務にあたってくださっている医
療従事者の皆さんと、その従事者を支える周囲の方々へ本当に心から感謝を申し
上げます。お疲れ様です。ありがとうございます！！ (久慈市30代)
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・現在、実習生として様々な医療現場へ伺わせて頂いています。このような状況下
でも、勉強する機会を頂けたこと、医療者の想いを聞くことが出来たことで、より
一層、医療への想いを深めることが出来ました。厳しい状況の中、本当に良くお勤
めされている姿を実習先でも見てきました。感謝しかありません。(一戸町20代)

・皆様のたゆまぬ努力のおかげでみんなの生活がなりたってます。この時代を生き
た皆様はナイチンゲールです！レジェンドです！（盛岡市 50代）

・看護師をしています。自分の病院でもコロナ対策を行いながら日々、患者さんへ
の看護を提供行っていますが毎日、1分1秒コロナ感染の可能性がある中で働いてい
る岩手県内の医療従事者の皆様が居るからこそ、クラスターや大幅な感染者拡大が
ないのだと思っています。危険と隣り合わせですが、県民1人ひとりの健康と安全
を守り、また安心して笑顔溢れる日常が送れるようにチーム岩手として頑張りま
しょう！（紫波町 20代）

・皆さんが頼りです！といっても無理せずに、ご自愛ください。（二戸市40代）
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・未知のウイルスといつも戦い続けてくれて、ありがとうー！私も医療従事者で
すが毎日かかっているかもしれないと思いながら基本を繰り返す日々です。みん
なで乗り越えましょー！（平泉町 30代）

・仕事とはいえ、自分よりも他人様のために、自らの身を呈して仕事をしてくだ
さる皆様に感謝しています。すぐにでも辞めたい気持ちを持ちながらも耐えて頑
張っている方や、率先して頑張っておられる方まで、まずは自分の体をそして家
族を大切にしながらも、いつまで続くのかわからないコロナと共存し、怖がらな
くてもよい日が来ることを願っています。(洋野町40代)

・自分の家族や暮らしより仕事を優先させなければならない状況で、必死に働い
てくださっている医療従事者のみなさん、毎日本当にありがとうございます。ど
うか倒れないように、少しでもリラックスして休める時間を持ってほしいなと思
います。（岩泉町 20代）

・医療従事者の方々、介護関係、学校関係、運輸関係、行政関係、飲食業、宿泊
業の方々等。感謝しかありません。非力な自分ではありますが、自分とか家族の
小さい単位から丁寧な生活を心がけています。どうぞ、心と体を大切になさって
ください。感謝。（宮古市 60代）
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・伝えきれないくらいの感謝です！いつも本当にありがとう！とてもかっこいい
皆さんを応援します。少しでも力になりますように…！（花巻市20代）

・いつも岩手のお命を守って下さり、本当にありがとうございます。私は現在関
東圏 在住の医療従事者ですが、出身は岩手で、実家も岩手です。関東圏で医療
従事者として働いている岩手出身者の仲間達は、岩手に帰省したい気持ちをがま
んして（感染を拡げないために）、関東圏でがんばっています。岩手以外の出身
者は「岩手はスゴイ」と言ってくれています。岩手沿岸の方々がテレビの向こう
から「岩手に遊びにいらして下さい。震災の時、本当にありがとうございました。
あの時お世話になった方々に、岩手に来ないでとは決して言えませんよ。」と笑
顔で話されているお姿に、岩手県外出身者の方から「岩手県人の気概ですね」と
も言われました。みんな岩手が大好きです。（その他30代）

・大変なコロナ禍で頑張っている医療現場の皆様には日々感謝しております。い
つ、終わるか分からない現状ですが、お身体には十分気をつけて下さい。皆様の
健康をお祈りします。（大船渡市30代）

・どんな時も、笑顔で頑張っている皆さん本当にあたまが頭が下がります。感謝
いたします。（花巻市60代）
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・感染予防は自分だけでなく周りの人を守り、医療に従事されてる方々に危険や負担
をかけない事に繋がると思って小さな事を積み重ね努力しています。震災の時のよ
うに心を寄せ合い、必ず乗り越えましょう！私たちにはできる！（奥州市40代）

・コロナ撲滅のため夜に日に連日頑張っていただき、ありがとうございます。休める
時は、ゆっくり休んで、これからもよろしくお願いいたします。（一関市70代～）

・24時間、気を抜くことが許されない、とても大変な現場で仕事をしているあなたへ、
何度でも感謝の言葉を伝えたいです。有難う、有難う、有難う…。どれだけ言葉を
連ねても、足りません。あなたに、私達は救われています。（盛岡市20代）

・私は、持病があり病院へ通院しています。コロナで凄く心身共に大変だと思います。
医療従事者の方々がいるからこそ安心して生活が出来ています。応援することしか
出来ませんが、体調崩しませんように…!!（奥州市40代）

・毎日感染しないように気を付けながら、患者さんの御世話をするのは、気づかれも
して大変でしょう。皆さんありがとう、お疲れ様！お身体大切にしてくださいね。
（二戸市50代）
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・いつまで続くか分からない、いつコロナにかかるか不安の状態で働いてると思いま
す。休める時は休んで欲しいです。身体第一ですから。いつもありがとうございま
す。（住田町20代）

・感染防止のため、神経を研ぎすまし、ハードな長時間労働に堪えながらも最前線に
常に立たなければならない医療従事者の皆さんに代われるものならと気を揉んでま
す。応援メッセージを送るごとが精一杯です。しっかり食べて免疫力を高めて！！
無事を祈ります！！（花巻市70代～）

・このご時世、緊張・プレッシャーものすごく掛かっていると思います。そんな中で
も毎日誰かの命を守る為、動き続ける姿とてもかっこいいです！私達もできる限り
の予防をします！これから更に忙しくなるかもしれません。私達はずっと応援して
います！皆でがんばりましょう！！！（奥州市10代）

・私の妻も看護士です。いつも誇りです。つまらない誹謗中傷にめげずに信じるまま
に行動して下さい。あなたたちが、私達の希望です。（滝沢市50代）

・皆さん毎日ご苦労様です。私達より危険な状態で働いているのは神経が疲れきって
いるかと思います。たまに早く何とかしてよと、強く言われたり大変じゃないかと
思います。本当にありがとうございます。（葛巻町50代）
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・我が娘も東京でナースをしております。コロナ禍の中、毎日とても神経を使って仕
事をしている様子がLINEではありますが、ひしひしと伝わって来ます。本当に医療従
事者の皆様には頭が下がります。自信の健康にも留意しながら、頑張ってください
ね！（盛岡市50代）

・日々、患者様の治療だけではなく、たくさんの事と向き合い、葛藤し、我慢し、い
のちをかけてたくさんの命を救って下さっている医療従事者の方々に、少しでも早く
日常が戻りますように、私も感染しないよう、させないよう、頑張ります。

（雫石町40代）

・ありがとうありがとうありがとう！！きっと神経をすり減らしながらお仕事されて
るのかと思うと、感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです！ありがとう！（遠野市30代）

・10年まえは、東日本大震災、私は、福島県郡山市に仕事でおりました、その時まさ
に医師、看護師、医療従事者昼夜問わず頑張って居る姿が想い浮かびます、そして、
今又新型コロナで、あの時よりも、もっと、もっと大変な用に想い、からだも惜しま
ないで頑張って居る姿にほんとう有難当感謝の言葉しか有りません。頑張って下さい。

（岩手町70代～）
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・医療従事者の皆さまいつもありがとうございます。そして支えて下さっているご家族
の皆さまにも感謝致します。自分も、元看護師としてどれだけ大変か分かります。ど
うかお体に気を付けて頑張って下さい。私達に出来る事｡感染しない様に頑張ります。
早くコロナが終息することを願っています。（八幡平市60代）

・私の姪は、仙台の病院で、看護師をしてます。毎日熱とせきの患者さんの対応に緊張
しどうしで、仕事が終るとなぜか泪が流れて来るそうです。頑張ってる姪を誇りに
思ってます。頑張っては、無責任に聞こえるかも知れませんが、体に気をつけてね。
頑張れ！！！（北上市60代）

・いつも、どんなときも えがおで やさしくささえてくれてありがとう。先生、看護
師さんたちがいるから、コロナでこわいなと思う事いっぱいふえたけど、手を洗う・
うがいする・消毒するといいんだよと知って、こわい気持ちがうすくなったよ。僕が、
つかれたというと お母さんがたくさん食べて、たくさん眠ろうねというよ。先生や
看護師さんも、そうして元気でいてください。（紫波町～10代）

・少しずつ解ってはきているものの、未知のウィルスと闘って下さると共に、その他の
病気や老人とも向き合わなければならない大変さは偉大だと思っております。支援出
来るほど裕福ではないのが苦痛でなりませんが、負けないで下さい。（矢巾町30代）
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・医療従事者の方、医療従事者の方を支えている家族や大切な方、いつもありがとうご
ざいます！きっと私たちには分からない想いや不安を抱え、お仕事をしてらっしゃる
と思います。感染しないように気をつけることでしか何も出来ないけれど、感謝と尊
敬の気持ちはいつも忘れずに過ごしています。お体に気をつけて頑張ってください。

（陸前高田市30代）

・看護師の方へ、いつも本当にありがとうございます。皆様のおかげで、岩手の医療が
安心して受けられる環境になっています。これからも、岩手のために、無理はせず、
よろしくお願いいたします！！（滝沢市50代）

・看護師さん、いつもありがとうございます！！（葛巻町50代）
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・現在久慈市内の高校に通う2年生です。私たちの住む久慈市では一時期多くの感染者
がでてしまいました。そんな大変な状況の中でも、治療にあたる医療従事者の皆様の
おかげで、現在では市内の感染者は0となりました。皆様の努力に本当に感謝していま
す。これからも頑張って下さい！（久慈市～10代）

・このコロナウィルスが流行している中当たり前に生活できているのは皆さんのおかげ
です。ありがとうございます。（奥州市20代）

・一致協力して、乗り切りましょう！（滝沢市60代）

・大変だと思いますが頑張ってください!!（奥州市20代）

・あなた方の行動が県民を守る！！（軽米町～10代）

・毎日が、戦いだと思います。いつも私達を守って下さりありがとうございます!!医療
従事者の皆様に感謝致します。（釜石市50代）
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・過酷な環境の中、医療従事者の皆様には感謝の言葉しかありません。ありがとうござ
います！私たちも十分に注意しますので、これからもよろしくお願いします。

（盛岡市50代）
・みなさん本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。わたしも予防
に努める事で少しでも協力したいと思い実行しています。（一関市30代）

・ゴールが見えず本当に今後どうなっていくのか不安でいっぱいな中日々頑張って下
さっている医療従事者の方々に心から感謝致します。自分を大事にして下さい。

（北上市40代）
・感染の恐れもありますが、専門の知識と技術を信じて頑張ってください。本当に頭が
下がります。ガンバです！（矢巾町60代）

・感染予防の徹底に、感謝しております。ガンバレ岩手の医療従事者の皆様。
（盛岡市50代）

・いつもありがとう、そして、これからもお世話になります。岩手で暮らす安心は、あ
なた方の努力と献身の証です。心から、ありがとう！！（盛岡市50代）
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・身体に気をつけて下さい。（陸前高田市40代）

・医療従事者の皆様、コロナで世界的に大変な中かけがえのない尊い命を懸命に守って
下さってありがとうございます。私も自分や周りの人の命を守る行動を心がけていき
たいと思います！どうかお身体に気を付けて頑張ってください！打倒コロナでみんな
で打ち勝ちましょう！（北上市30代）

・医療従事者の方、医療従事者の方を支えている家族や大切な方、いつもありがとうご
ざいます！きっと私たちには分からない想いや不安を抱え、お仕事をしてらっしゃる
と思います。感染しないように気をつけることでしか何も出来ないけれど、感謝と尊
敬の気持ちはいつも忘れずに過ごしています。お体に気をつけて頑張ってください。

（陸前高田市30代）
・看護師の方へ、いつも本当にありがとうございます。皆様のおかげで、岩手の医療が
安心して受けられる環境になっています。これからも、岩手のために、無理はせず、
よろしくお願いいたします！！（滝沢市50代）

・看護師さん、いつもありがとうございます！！（葛巻町50代）
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・守ってくださって、感謝。ありがとう。私たちも微力だけど、手洗いうがいマスク徹
底していこう。（盛岡市20代）

・このコロナウィルスが流行している中当たり前に生活できているのは皆さんのおかげ
です。ありがとうございます。（奥州市20代）

・一致協力して、乗り切りましょう！（滝沢市60代）

・大変だと思いますが頑張ってください!!（奥州市20代）

・あなた方の行動が県民を守る！！（軽米町～10代）

・毎日が、戦いだと思います。いつも私達を守って下さりありがとうございます!!医療
従事者の皆様に感謝致します。（釜石市50代）

・日夜新型コロナウイルス感染防止に気をつけながら患者さんを治療している医療従事
者様。毎日感謝を忘れずに生活してます。（一関市40代）
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・こんなご時世の中、懸命に患者さんと接して頂きありがとうございます！！医療従事
者関連の方々のおかげで、日々暮らしていけてると思います。体調ご自愛なされなが
ら今後も、頑張ってくれたら幸いです！陰ながら応援しております！！

（一戸町50代）
・ほんとに感謝してます。皆さんがいらっしゃるから安心して暮らせてます。ありがと

うございます。（盛岡市50代）

・私たちを守ってくれる、医療関係者の方々。ありがとう。ありがとう。ありがとう。
（盛岡市40代）

・ありがとうございます！！みなさんもご自愛ください（盛岡市60代）

・昼夜問わず私達のために御尽力いただき頭が下がります。いつ終わるか知れない闘い
に声を大にしてありがとうございます！皆さんのお身体も大切に！！

（奥州市60代）
・大変な時期、ありがとうございますしか言えません。無理せずに、です。。

（釜石市50代）
・有り難うございます。応援しています。（盛岡市20代）
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・医療従事者の皆さんには大変お世話になっており感謝します。コロナの対応もあり大
変だと思いますがどうかお身体を大切にしてください。応援しています。

（岩手町40代）
・コロナ禍、医療関係者の方々には、本当にありがとうございます。持病や緊急患者の
治療をしつつコロナ対策への対応大変ですが今後もお身体に気をつけてください宜し
くお願いします。（八幡平市60代）

・毎日不安で大変な中、お疲れ様です。私も介護現場で補助員で10月末迄お世話になり
ました。お体にお気をつけてもう少し頑張ってください。（大船渡市40代）

・医療従事者の皆さんいつも御世話になっております。皆さんが日々御尽力頂いている
おかげでどれだけの方が救われているか計り知れません。先の見えない中で対応にお
われていると思います。皆さんの頑張りは必ず実を結びます。かげながら応援してお
ります。どうか御自分のお体も御自愛ください。（矢巾町40代）

・皆んなの為に本当ご苦労様です。感謝でいっぱいです。心からありがとうございます。
（西和賀町60代）
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・患者さんの為に一生懸命頑張っている医師、看護師さん。又、医療に携わるみなさま
休める時はしっかり休み、食べる時はしっかり食べて頑張ってください。私が今度生
まれ変われるとしたならば医療に携わる仕事がしたいと思ってます！患者さんも大事
ですが、まず、自分の身体を大切にしてくださいね。（一関市50代）

・いつもどんな時も、最善を尽くしてくださり、とても感謝してます！！ありがとう
！！十二分にがんばってるみなさんです。今度は、少しでも体を休めること、自分の
時間を作ることに、がんばってください！私も、体調管理して、なるべく医療機関の
お世話にならないように、気をつけます！！（花巻市50代）

・自分も毎月病院に他の病気で病院通っていますが皆さんとても親身に接してくれる大
変な仕事です。コロナ過の最中ですが頑張ってください。（盛岡市60代）

・現在のコロナの中で、大変なことが多々ありますが、医療従事者さん達のおかげで助
かっていることが多くあります。なので、これからも頑張って下さい!

（紫波町～10代）
・健康に留意して働いて下さい。あなた方医療従事者のおかげで私達の活動・生活があ
ります。いつも応援してます。（一関市60代）

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～



17

・岩手に初めて感染者が出てから4ヶ月、その前からも色々な対策してくださってあり
がとうございます。医療従事者さん達のおかげもあって、感染者数をここまで抑えら
れていると思います。辛い時期があとどのくらい続くかは不明ですが、世の中が落ち
着くまで頑張ってください！落ち着いたら沢山美味しい物食べたり旅行してくださ
い！（八幡平市～10代）

・日々、危険と隣り合わせの現場で私たちのために戦ってくれてありがとうございます。
あなた方のおかげで毎日安心した生活を送ることができています。これからも長い戦
いになると思われますが、どうか健康には気をつけてよろしくおねがいします。本当
にありがとうございます。（宮古市～10代）

・いつも笑顔で対応していただき、ありがとうございます。早く終息に向かうよう、毎
日気をつけます！（陸前高田市50代）

・普段でも人手が足りないのに、コロナで仕事がますます増えてお疲れだと思います。
それなのにいつも優しく接してくださり感謝でいっばいです。（久慈市70代～）

・最前線でのお仕事ありがとうございます！（滝沢市50代）

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・コロナにかかった人は、きっと心身共に弱ってる。そこに寄り添ってくれる医師や看
護師のパワーがどれほど凄いことか！私達も医療従事者の皆さんにパワーを送り続け
ます！！ファイト！！！（一関市50代）

・いつもお世話になってます。頑張れ！今の岩手支えてるのは医療従事者達のお陰で
す！心折れそうな誹謗中傷や差別も無きにしも非ずではないでしょうか？どうか心折
れずに頑張ってください。私達、介護士も微量ですが感染拡大に務めて行きます

（盛岡市40代）
・日々の業務お疲れ様です。みなさんが普段と変わらず業務に就いてくださるお陰で、
我々県民は普段と変わらない新しい日常を過ごせます。大変かと思いますが、これか
らもご自身の健康第一で業務に就かれてください。応援しています。（北上市30代）

・いつも患者様の為へのご努力に感謝しています。これからインフルエンザに加えコロ
ナにも注意しなければならず、更に体力的に負担がかかるでしょう。ストレスに負け
ず患者様の為、終息願いご活躍を願っています。頑張って！！（盛岡市60代）

・今までも有り難う御座います。これからも大変でしょうが、御身大切にして頑張りす
ぎないように。TVのワイドショーよりあなた方の声を信じます、県民への苦言でも発
して下さい。（久慈市60代）

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・医療現場の最前線で頑っている皆さんに感謝しております。これからインフルエンザ
等の流行も有ると思いますが、皆さんの頑張りが地域医療を支えています。これから
も宜しくお願いします。（盛岡市50代）

・医療従事者の方々は、毎日精神を磨り減らしながらも頑張っており、本当に感謝して
おります。皆さんの負担を減らせるよう、私達も感染しないよう、気を付けて行動し
ます。（釜石市30代）

・私たち県民への姿勢・奉仕にいつも感謝しています。砦としての期待を背負い大変だ
と思いますが、お体ご自愛ください。（盛岡市60代）

・岩手県では感染者少ないとはいえ常に感染者対策をし、出た場合に備えて準備を整え
ている事と思います。私達県民も日々気をつけて生活していますが万が一感染した場
合安心して医療が受けられる事を信じています。有り難く感謝、感謝の気持ちでい
っぱいです。どうぞ体調に気をつけてお過ごし下さい。（北上市70代～）

・今は、かなり酷い状況ですが、必ず感染者が減る方向に迎えると思います。諦めない
で、頑張って下さい。期待しています。（北上市40代）

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・岩手の医療を支えてくれている医師、看護師をはじめとした医療従事者の皆様、いつ
も本当にありがとうございます。コロナ下で大変な日々だと思いますが、引き続き県
民のためによろしくお願いします。お手伝いできることは何もありませんが、基本的
な感染対策を徹底して、皆様の負担が少しでも減るようにしたいと思います。

（盛岡市30代）
・いつも感謝しています！あなた方のおかげで私達は、安心して生活しています。体に
気をつけてお仕事頑張って下さい。私も頑張ります！（陸前高田市60代）

・私たちが想像できない恐怖の中、最前線で戦ってくださっている医療従事者の皆さん
のお働きの上に、神様の御守りがありますように。心からの感謝とエールを！

（盛岡市50代）
・いつも一生懸命患者さんと向き合って下さっている医療従事者の皆様、ありがとうご
ざいます。応援しています！先の見えない不安な世の中ですが、この取り組みが色ん
な人の心をほっこりさせてくれるものと期待して投稿します！（盛岡市30代）

・毎日辛い環境の中、頑張ってくれてありがとうございます。貴方方がいてくれるおか
げで日々安心して過ごさせてもらってます。早くコロナの呪縛から解放されて平穏な
日々が皆様に訪れますよう願ってます。（奥州市40代）

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・目に見えない敵をものともせず、ひたすら快方に向かい元気になることを願いながら
一心に励んでいられるお姿に感謝の気持ちでいっぱいです。 何もできない私ですが、
せめて三密と五つの戒めを守って 自分自身がかからないように努めていきます。皆
様もお身体を大切にがんばって下さいますように、祈っております！ (盛岡市その他)

・日々の業務大変お疲れ様です。ありがとうございます。今後ともどうぞ宜しくお願い
致します。（盛岡市50代）

・誰も経験した事のない状況の中、目に見えないウイルスと闘う事はどんなにか怖く恐
ろしい事かと、私は感じています。そんな中、ホントに本当に頑張っていただいてい
る、医療従事者の皆様、ありがとうございます。感謝の言葉しかありません。私達は、
感染を広げないように一人一人が意識して、生活していくべきだと考え、終息を祈る
ばかりです。(盛岡市～10代)

・終わりの見えない状況で毎日必死に頑張ってくださっている皆さんには本当に頭が下
がります。経済を回さなくてはいけないのもわかりますが、医療従事者の方への配慮
も充実して欲しいです。皆さんの健康も大切に。（一関50代）

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・感謝。この一言に尽きます。 (宮古市40代)

・疲れているはずなのに、どんな時も笑顔で応えてくださり本当に本当にありがとうご
ざいます。（滝沢市50代）

・最前線で今この瞬間も対応にあたってくださっている看護師の皆様へ、本当にありが
とうございます。岩手の全ての看護師の方々、毎日感謝感謝です！！！(盛岡市30代)

・毎日毎日、医師の方、看護師の方、医療従事者の方、コロナと闘っていただきありが
とうございます！今は遠く東京にいますが、岩手に毎日思いを馳せながら想い続けて
います！これからも頑張ってください！！（その他30代）

・お疲れ様です。いつも大変でしょうが、今は更にご苦労・ご心労が絶えない事と思い
ます。お身体ご自愛なさって下さい。いつもありがとうございます。(岩泉町40代)

・いつも最前線で戦ってくださり、本当に本当にありがとうございます。お疲れ様で
す！！私たちも引き続き感染予防に努めます！みんなで一緒に毎日少しずつ、終わり
に向かって乗り越えていきましょう！！！ (奥州市30代)
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・毎日のプレッシャーの中、勤務お疲れ様です。 特に今、大変なことと思います。 医
療従事者を差別するとかとんでもないことが起きていると聞いて、残念な気持ちです。
あなた方がいてこそ我々の健康が守られています。どうかお体を大切にしてください。
今回、医療従事者の皆様に直接メッセージが送れる機会があると知り、早速お送りし
ます。コロナ騒動が始まって3～4ヶ月、緊急事態宣言も一部の地域で解除され、明る
いニュースが飛び込んできました。しかし、まだまだ予断を許す状況ではないと思い
ます。直接、コロナ感染者と接触しなければならない従事者の皆さんには、マスク一
つでお仕事をされ、頭の下がる思いで一杯です。私たち市民も、うつされない、うつ
さないという、気持ちで、外出自粛をし、日々を過ごしたいと思います。がんばって
ください! そして、ありがとうございます!! (盛岡市50代)

・医療従事者の皆さん、コロナ禍の厳しい環境のなか、我々の日常を支えていただいて
本当に「感謝」しております！私も以前、介護老人保健施設での勤務経験があり、そ
の時は感染性胃腸炎が猛威をふるう中での勤務で、神経をすり減らしさらに私生活で
も「行動制限」などを経験した覚えがあります！これからは季節性感冒やインフルエ
ンザの流行が懸念されます。「頑張ってる」医療従事者の皆さんが「頑張らなくてい
い」ように感染症予防を頑張ります！(大槌町30代)

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・医療従事者の方々のおかげでいつも安心して生活ができていることを私たちは忘れて
はならないと思います。敵はウイルスであって人ではありません！ (遠野市30代)

・それぞれの家庭事情、プライベート事情もありながら地域医療のために力を尽くして
くださる医療従事者の皆様には感謝しかありません。いつもありがとうございます。

（滝沢市40代）

・これから寒くなってきてますます、感染リスクが高まる季節になります。私もますま
す気をつけて過ごします。医療従事者の皆さんがいてくれるから、安心していれます。
いつもありがとう！(西和賀町50代)

・私は3人の子の母です。日頃から医療期間にはお世話になっています。又、ママ友さ
んも看護師さんがいます。医療現場自体が緊張下の中、リスクと日々戦い、私達の日
頃の健康はもちろん精神的なサポートまでして下さり本当にありがとうございます。
私の周りでは差別的事は一切ありません！医療関係の方々に尊敬と感謝しかありませ
ん。オール岩手で乗り切りましょう！（奥州市20代）
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・危険をおかして頑張ってくれている方々にこれ以上頑張ってなんて辛い言葉は言えま
せん。心から感謝です!!!! (矢巾町40代)

・大変な毎日、本当にお疲れ様です。皆さんのおかげで、日々、支えられています。感
謝します。（一関市70代）

・クリニックの先生、ガン闘病の際お世話になった先生、看護士さん、放射線技師さん、
事務の方等々コロナ感染のリスクがある中本当にありがとうございます。これから
もっと患者が増え大変な状況になるかもしれません。私達には医療従事者の方々の助
けが必要不可欠です。感染せずに働けますよう心から祈っております。(滝沢市50代)

・病院だけでなく保健所職員さんも遅くまで対応してくれています。忙しいのにどんな
に遅くても優しい対応、本当に頭が下がります。(盛岡市20代)

・長く長く続くコロナ禍、予防対策をしている一般の人々はもちろん、常に危険と隣り
合わせの職に尊敬です。
この戦いが落ち着いたら、関係者の方々に素敵なことが起きますよう、ささやかなが
ら願っています。(洋野町20代)

医療従事者等へのエール～最前線へ想いを～
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・私は、医療現場の最前線で感染症の対応に当たっている医療従事者の方々をテレビで
拝見し、高校3年生ながら進路を変更し、看護師を目指すことを決めました。私に夢
を与えてくれた医療従事者の方々に感謝をし、私自身も看護師となり、医療従事者の
1人として患者さんを献身的に支え、心身共に癒すことの出来る人間を目指したいと
思っています。どうかお体には気をつけて、お仕事頑張ってください。応援していま
す。(北上市～10代)

・どんな仕事でも。今日の努力が明日を支えます。今日の自分にありがとう。そしてみ
んなにありがとう。（奥州市60代）

・只々頭が下がる思いです。みんなで手を差し伸べみんなで助け合いこの困難を乗り切
りましょう。(二戸市50代)

・お疲れさまです。歯科医院に勤務してます。日々皆さんの頑張りには感謝です。共に
頑張りましょう。(奥州市50代)
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・岩手でも市中感染の可能性が高まり、これから爆発的に患者が増加して来そうな動き
になっております。皆さんの献身的な活動は、岩手の平和を守る。まさに私たち県民
のヒーローです！日々大変だと思いますが、頑張ってください!!!! (盛岡市50代)

・3月中旬迄、循環器で入院していて、更に帯状疱疹になり隔離され関係者の方々に大
変お世話になりました。今でも通院していますが、一人一人が感染し無いように頑張
るしかないと思います。日常生活をキッチリとして頑張りましょう。ありがとうござ
いました。（北上市70代～）

・岩手出身の埼玉県でコロナ対応をしている看護師です！遠い埼玉ですが、岩手の看護
師の方々も頑張っていると思い、日々めげずに働いています！一緒にコロナに負けず
闘っていきましょう！応援しています！ (その他30代)

・このような危機の時に限りませんが、献身的に治療にあたられている医療従事者の
方々に対しては感謝の言葉しかございません。ありがとうございます。(盛岡市40代)

・日々、大変なご苦労様だと思います。本当にありがとうございます！きっと、今が過
去になって笑える日がきます。どうぞ、御自分も大切にして下さいね?

(陸前高田市50代)


