
医療従事者は、

人に勇気や希望を与えている。

私もそんな人間でありたい。

世界中の医療従事者を尊敬
私はこれまで、100か国以上の被災地や紛争地
を訪れ、ボランティア活動をしてきました。中には、
一歩間違えばすぐエイズやエボラ出血熱などに
感染してしまう地域、あるいは銃撃の危険性があ
る地域なんかもありました。ただ、医療従事者は
自らがどんな状況であっても、必死になって目の
前の患者をケアするんですね。それこそ自分の命
すらもかえりみずに。そんな姿を見せられたら、こ
ちらはもう何も言えません。ただただ涙ですよ。こ
うした医療の修羅場とも言える現実を世界中で
見てきた私にとって、彼ら彼女らに尊敬の念を抱
くことはとても自然なことなんです。

看護師さんが天使に見えた
もう何十年も前の話になりますが、私自身もか
つて医療従事者に大変お世話になった経験があ
ります。仮面ライダーの撮影中にバイクで転倒し
て、生死をさまようような大怪我を負ってしまった
んです。大腿骨を複雑骨折していて、当時の技術
では完全に治すことは不可能と判断されるよう
な状態。自分でも「もう歩けないんだろうな」と覚
悟するほどでした。それでもわずかな可能性に賭
け、過去に日本では実例のない手術を別の病院
で受けることにしたんです。いざ病院を移動する
ときのこと。正直、不安で一杯だった私を、3人の
看護師さんが私をまるで赤ちゃんのようにそっと
抱きかかえてくれて。その後もずっと「大丈夫だよ」
「頑張ろうね」とやさしく声をかけ続けてくれまし

た。本当、看護師さんたちが天使に見えましたよ。
またお医者さんもすごく私のために尽くしてくれる
人で。かけてもらう言葉の一つひとつに深い愛情
を感じました。そこで私は思ったんです。私のため
にここまでしてくれるこの人たちの想いに応える
ために、絶対に治してやるんだと。丸一日を要する
ほどの大手術でしたが、手術は無事成功。その後
のリハビリがまた相当大変なものでしたが、サ
ポートしてくれるお医者さんや看護師さんたちの
ためにも一生懸命取り組んで、ついには再起不
能とまで言われた大怪我から奇跡の復活を遂げ
ることができました。ここまで真剣に向き合ってく
れる、心ある、愛ある医療従事者に会ったのはこ
のときが初めてでしたので本当に忘れられないで
すし、感謝してもしきれません。

大切なのは心
この経験から感じたのは、医療とは技術よりも
心だということです。もちろん技術的なことも大事
なのですが、絶対にそれだけではない。私は心の
こもった言葉をもらったから感動したし、リハビリ
を頑張るための勇気や希望がわいてきたんです。
心のエネルギーの高まりが、毎日の力になった。
だから私は、相手に勇気や希望を与えられる人こ
そ最高の医療従事者だと思っています。もしかす
ると、これはすべての人にも同じことが言えるのか
もしれない。私は医者でも看護師でもないけれ
ど、復帰後はより多くの人に勇気や希望を与えら
れる存在でありたいと思い、なんでも真剣に、それ

こそ命をかけて取り組むようになりました。そんな
誠実さや心は、必ず人に伝わりますから。自分の
立場で今できることを精一杯やることが大切だ
と、医療従事者の方々から教わったような気がし
ますね。

感謝だけでなく学びも
多くの人は幸せを求めて生きていると思いま
す。同時に、皆が幸せになりたいと願うからこそ
「自分さえ良ければいい」というエゴイズムも多く
存在しています。特に近年は合理性や損得など、
多くのことがお金を基準に判断されている。でも
やっぱり、大切なのは心じゃないですか。人は一
人では生きられないし、幸せにもなれないですよ
ね。そうであるなら、まわりの誰かと心を通わせる
ことが幸せの本質だと思うんです。人を思いやり、
労わり、慈しみ、奉仕し、感謝する気持ちを忘れ
ないこと。それを日々実践されているのが医療従
事者の方々なんですよね。彼ら彼女らは、人として
あるべき姿を体現しているように思います。だから
私は、医療従事者に感謝を伝えて終わるのでは
なく、医療従事者の「心」を見習い、学び、それを
人生に活かしていくことが、さらに大事なことだと
思うんです。一人でも多くの人がそれに気づき、実
践してくれれば、世界は愛に満ち、より良い方向
に進んでいくのではないでしょうか。
最後に。当時私の手術やリハビリ生活を支えて

くれた皆様、そしてすべての医療従事者に心を込
めてこの言葉を送ります。ありがとう。

心ある、
愛ある医療を
ありがとう。

THANK YOU!

A R I G A T O  T I M E S
医療従事者のみなさん“ありがとう”プロジェクト ～ひとつの感謝から、笑顔がひろがる～

日々医療の最前線でさまざまな困難や課題に立ち向かう医療従事者の方々に改めて感謝を伝えたい。

そんな想いからプロジェクトがスタート。2022年秋から年明け1月にかけて、

SNS投稿などを通じてたくさんの人からたくさんの「ありがとう」が集まりました。

俳優・武道家の藤岡弘、さんのスペシャルインタビュー記事とともに、

それぞれに心のこもった感謝のメッセージを、一部抜粋して掲載します。

S p e c i a l  I n t e r v i e w
藤岡弘、さん #医療従事者ありがとう

総集編

藤岡弘、さんプロフィール

俳優・武道家。1971年の仮面ライダー
を筆頭に映画、ドラマ、バラエティなど
数多くの映像作品に主演。近年4人の
子どもたちが芸能活動などに励んで
いることを公表し、家族としても日本中
から注目されている。
http://www.samurai-hiroshi.com
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母が乳がんになりました。小さい腫瘍でし
たが発見頂いたおかげで、早期に治療開
始することが出来ました。本当にありがとう
ございました。

THANK YOU!

THANK YOU!

四十を目前に膝の靱帯断裂をしてもなお、好きな
サッカーを続けられるのは皆さんのおかげです！
普段病院なんて！と思っていてすみません。。
本当に感謝しています！ありがとう！！

いつもありがとうございます。
以前マムシに噛まれた時も迅速に血清の手配や
切開手術をしてくれて、今があります。

今年の9月、コロナにかかってしまいすぐに診てもら
いました。こんなにもしんどい病気があり、こんなに
もコロナと戦う人がいるんだと感動。本当にありが
とうございます。

早産で小さく生まれた長男は、2カ月間NICUでお世話になりました。その
長男も来年はピカピカの１年生です！長女妊娠時にも、切迫早産でコロナ
禍の長期入院を経験。家族の面会も禁止だったため、産科ドクターや
助産師さんたちとの何気ない会話がとても励みになりました。
かわいい我が子たちに出会えたのは、いつもやさしく寄り添ってくれた
医療従事者のみなさんのおかげです。本当にありがとうございました！

コロナ禍以降、ご自身やご家族もリスクと隣
り合わせの過酷な状況の中、医療を提供し
続けてくださりありがとうございます。私がコ
ロナ罹患した際にも大変ご尽力いただきま
した、本当にありがとうございます。 

子供の病気を治してくれてありがとうござい
ました。

看護師の友人が戦ってます。本当に尊い職
業です。応援してるよ、ありがとう。

私の父は透析を始めて10年ほどになります
が、今も元気に仕事をしております。本当に
ありがとうございます！

私自身、膝の手術を受けたことがあり、その
お陰で今も元気に生活出来ています。大変
な状況の中、医療の最前線で戦って頂いて
いる医療従事者の方々には本当に感謝して
おります。

日々健康に過ごせていることに感謝。いつも
ありがとうございます！

父の病気を見つけてくださりありがとうござ
いました。すぐに治療することができました。

大切な友人の最期に寄り添ってくださって
ありがとうございました。

家族の病気の前兆に気づいて頂き、迅速な
ご対応で大事に至らず。感謝いたします！

まだ立って歩けないぐらいの頃から、喘息がひどく、入退院を繰り返していました。
上の子がいるため泊まりがけで親が付き添うことができず、長いこと一人で入院
生活を送ることに。そんな時、病棟の先生、看護師さんたちが総出で娘を励まし、
相手をしてくれました。皆様の優しさに本当に助けられました。最後に退院する
ころにはすっかり病棟で有名人となっていました。おかげさまで今は風邪をひいて
も悪化することなく、元気に過ごせています。本当に有難うございました。

体調が悪いとき、病院に行くとお医者さんや優しい
看護師さんにいつも助けてもらって、とても感謝し
ています。いつも私たちの為に、本当にありがとうご
ざいます！

息子が喘息の発作で救急車で運ばれそのまま入院
となった際、不安で動揺する私たちに優しく寄り
添ってくださり、とても救われました。本当にありが
とうございました！

現在、父親が入院中でリハビリに奮闘中です。父親
が頑張れるのも医療従事者のみなさんの温かさと
厳しさのおかげです。そんな父親も、もうすぐ退院
です。本当にありがとうございます。

たくさんの感謝とともに集まったのは、

たくさんの笑顔でした。

この笑顔が、医療従事者の皆様にも

ひろがっていきますように。

7年前、母が他界しましたが、生
前約2年間の闘病中、2つの病
院で大変お世話になりました。
医療従事者の皆さん、本当に
ありがとうございました。

数年前、深夜に急患で検査をしていただき、重度の肺炎と診断されました。不安に
なった私に、親切丁寧に会話をしていただいた医療従事者のみなさんのことが今
も忘れられません。

コロナ禍における医療現場の大変さをニュースで見ていましたが、いざ自分がコロ
ナになってみて分かったことがたくさんありました。医療従事者のみなさんには感謝
しかありません。

胃がんと肺がんを患う父と共に
諦めず一緒に戦ってくれた先
生。希望の光をくださり、ありが
とうございました。

順子先生、いつもありがとうご
ざいます！つらいはずの通院も
先生のおかげで息子が楽しく
通えているので、私たち家族も
救われています。これからもよろ
しくお願いします！

医療現場を支えていらっしゃるみな
さま、いつも本当に感謝してます！

祖父母の入院時・父の入院時大変お世話
になりました。ありがとうございます。

コロナ禍でもこうして生活できているのは、
医療従事者の皆様のおかげです。
いつもありがとうございます！

足首の複雑骨折で、手術と1ヶ
月の入院、その後の通院で長
期間お世話になりました。慣れ
ない土地で不安もありました
が、色々と心のケアまでしてい
ただいてありがとうございます！

THANK YOU! THANK YOU! THANK YOU!

THANK YOU! THANK YOU! THANK YOU!
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子供達の怪我や病気にいつも優しくご対
応下さり、本当にありがとうございました。

ギックリ腰で動けない時、一発で楽にして
くれてありがとう！マジ神！

安心して子育てができています。いつもあ
りがとうございます。

子供のころ、複雑骨折や交通事故での
救急搬送時では大変お世話になりまし
た。そして、これからもお世話になると思
います。よろしくお願いします！

嫁がコロナ感染＆出産時にお世話になり
ました。

医療従事者の皆さま、ありがとうございます。

野田 良

カーディナルヘルス株式会社
代表取締役社長

カーディナルヘルス株式会社は、医療機器メーカーとして1973年の設立以来、50年にわたり一貫して安全にこだわった製品
とサービスを日本の医療現場に提供してまいりました。
長年ヘルスケア業界に身を置いておりますが、いまだ続くコロナ禍の医療の最前線で患者さんに寄り添い治療に尽くして
くださっている医療従事者の皆さまに、この場をお借りして改めて心からの敬意を表するとともに、深く感謝を申しあげます。
私どもカーディナルヘルスも医療現場に安全な医療を提供する一助となるよう引き続き努めてまいります。

協力：
主催：

プロジェクト風景

「医療従事者のみなさん"ありがとう"プロジェクト～ひとつの感謝から、笑顔がひろがる～」
は、このたび設立50周年を迎えるカーディナルヘルス株式会社が中心となり、医療従事者
の方々に改めて感謝を伝えるために企画・実施されました。誰もが気軽に投稿できる特設
サイトおよびSNSで、医療従事者に対する「ありがとう」のメッセージを広く募集。老若男女
からそれぞれの体験をもとにした素敵なメッセージが集まりました。ほかにも神田明神様に
は専用のフォトスポットを設置させていただくなど、プロジェクトは大いに盛り
上がりを見せました。このタブロイド紙は、1月で終了を迎えたプロジェクトの
総集編としてお楽しみいただければ幸いです。

#医療従事者ありがとう

Instagram 
Twitter

笑顔を投稿しよう！
https://iryojyujisha-arigato.jp医療従事者のみなさん“ありがとう”プロジェクト

医療従事者の皆さん“ありがとう”プロジェクト実行委員会

ありがとうを
届けよう。

感謝の
気持ちを込めて、
満面な笑顔な

写真を投稿しよう！

医療従事者のみなさん

ありがとう
医療従事者のみなさん“ありがとう”プロジェクト

～ひとつの感謝から、笑顔がひろがる～

神田明神に少名彦名命（えびす様）が
お祀りされて

１５０年になります。

（えびす様）
二之宮 少彦名命

奉祀１５０年

医薬健康の神様
スクナヒコナノミコト

自分が、20代半ばの時、父が脳梗塞で倒れた。そんな時、外科の先生や救命救
急センターの皆さんが、本当に親身に対応してくださったことに、「ありがとう」を
伝えたい。また、退院後の父のリハビリをサポートくださった、リハビリの先生に
も「ありがとう」を伝えたい。「ありがとうございます！」

えびす様をお祀りして150年。ともに感染症流行を乗り越えていきましょう。 日頃より医療に従事してくださる皆様に
深く感謝申し上げます。

医療従事者の皆様のおかげで毎日安心
して生活ができております。過酷な状況
の中で働き続けてくださり、ありがとうご
ざいます。

休日の旅先で子供が大ケガ
を。出血がひどく家族全員不安
のまま病院へ。迅速な対応と
治療をしていただき、そのまま
旅が続行できました。あの時は
どうもありがとうございました。

ケガで入院中にたくさんお世
話になりました！
どうもありがとうございます！

神田明神に祀られている神様のうち、えびす様（少彦名命）は商売繁昌の神様としてよく知られていますが、実は医薬健康の神様でもあります。この
えびす様が神田明神に祀られて150年という節目であること、神社の周辺には多くの病院があること、それに活動趣旨も大変素晴らしいものでした
ので、このたびのプロジェクトに賛同いたしました。
神田明神は西暦730年の創建とされており、これま
でに自然災害、飢饉や疫病、火事や戦乱といった多
くの災禍を経験しながらもなお、この地に鎮座し続
けてきました。皆様とともに、このたびの感染症流行
も必ずや乗り越えられることでしょう。一日も早い疫
病の終息を願いながら、日々医療に従事されている
方々へ、深い感謝の念をお伝えいたします。

弊社は1875年（明治8年）創業の医学書の出版社
です。明治から大正、昭和、平成、令和と医療の発
展とともに弊社も歩んでまいりました。
2020年ごろから流行の新型コロナウイルス感染症
に対して、医療従事者の皆さんは感染のリスクも
顧みず目の前の患者さんと向き合い、懸命に治療
してくださっています。この機会をお借りして、日々
身を粉にして医療に従事されている皆様に心より
「ありがとう」の気持ちをお伝えいたします。

神田明神 金原出版

カーディナルヘルス株式会社
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