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地方独立行政法人神戸市民病院機構  

            

理事長 橋本 信夫 様        

 

「こうべ医療者応援ファンド」を通じて、たくさんの温かいご支援をいただき、心より

感謝申し上げます。 

神戸市民病院機構では新型コロナウイルス感染症に対して、4病院の職員が一丸とな

り、責任感を持って日々対応しておりますが、多くの皆様から信頼と期待をお寄せいた

だいたことは、最前線で奮闘する職員を勇気付けるとともに、大きな励みとなりました。 

感染の収束が見通せない中、長期戦への備えが必要となっておりますが、今後も、市民

の皆様の生命と健康を守るという使命を果たしてまいります。 
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地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 

 

院長 木原 康樹 様 

 

「こうべ医療者応援ファンド」より当院の職員に対して、市民・企業の皆様より多大な

るご支援を賜りましたこと、感謝申し上げます。 

 当院では３月より感染症指定医療機関として、多くの新型コロナウイルス感染症患者

を受け入れてきました。４月には院内感染を経験し、皆様には当院の医療が十分に提供

できない時期が生じ、大変ご迷惑をおかけした時期もありました。未知のコロナウイルス

との闘いの中で、皆様からいただいた温かいメッセージやご支援を励みに、職員一丸と

なり、様々な苦労を乗り越え、工夫や対策を行い、なんとか現在の医療体制まで回復す

ることができました。 

未だ終息については見通せない状況が続いておりますが、引き続き、当院の使命であ

る総合的かつ高度な医療を皆様に提供していくため、職員一同、力を尽くしてまいりま

す。 
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【院長補佐兼看護部長 藤原 のり子 様】 

皆様からの多くのご支援や応援のメッセージに、心から感謝申し上げます。 

感染症指定医療機関で働く私たちは、外来通院や入院されている患者様が一日でも

早く笑顔を取り戻されることを願い、日々力を尽くしております。 

その一方で、未知のウイルスとの闘いがいつまで続くのか不安に感じ、心が折れそう

になることもありました。そのような時期に、多くの皆様からの励ましのメッセージや、

心のこもったご支援をいただき、多くの皆様に支えられていることを実感することがで

き、本当に嬉しく思いました。皆様の支えを糧に、また気持ちを新たに、医療現場で頑張

っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【看護師 様(匿名)】 

中央市民病院看護師として、皆で力を合わせて頑張ります。 

 

【看護師 様（匿名）】 

私たち医療従事者を支えていただき、応援していただきありがとうございます。 

とても心が温まりました。 

 

【看護師 様（匿名）】 

お心遣いありがとうございます。手術室スタッフ一同大変感謝しています。 

これからも頑張って対応していきます。 

 

【看護師 様(匿名)】 

この度は私たちに心を寄せてくださり、ありがとうございます。このような応援をして

いただき、勇気を奮い立たせることができました。これからも頑張っていきます。 
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地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 

 
院長 有井 滋樹 様 

 

このたびは、「こうべ医療者応援ファンド」を通じて、多くの皆さまから多大なご支援

と温かい応援メッセージをいただき、西市民病院を代表して心より御礼申し上げます。 

いただいた配分金は、当院で働く医師や看護師、その他の職員はもとより、委託事業

者や人材派遣スタッフなどを含め、当院で働く対象スタッフ全員に届けさせていただき

ました。 

当院では、１月以降、対応マニュアルの整備や院内研修の実施、さらには対策会議の開

催など新型コロナウイルスへの備えを進めつつ発熱者の外来受診に対応し、３月からは

新型コロナウイルス感染症患者の入院治療に当たってまいりました。一般診療・救急医

療を継続しながら新型コロナに対応するということで、病院スタッフは一丸となってこ

の難局に当たっています。また世界中が闘っている未知のウイルスということもあり、医

療者は大きな不安や緊張、ストレスの中でも、医療者としての使命をしっかり果たしてい

ます。このような大変厳しい状況において、医療者を応援していただけるこのファンドは

大変ありがたい限りです。 

当院は手狭でソーシャルディスタンスの確保に大変苦慮していますが、患者さんを守

り、病院スタッフが安全に勤務できるよう、可能な限りの対策を講じています。患者さん

を安全に診察・看護することに加え、スタッフ自身が感染しないこと、もし感染したとし

ても濃厚接触者を作らず、病院機能を停滞させないことを徹底し、引き続きこの厄介な

ウイルスに対峙して、市民の生命と健康を守るため、市民病院としての責務をしっかり

果たしてまいります。 
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【看護部長 別府 清香 様】 

この度は「こうべ医療者応援ファンド」を通じて多くの皆様方からお心を寄せていただ

き、深く感謝しております。 

 当院では 2月から外来での疑似患者対応に始まり、3月以降感染拡大が心配される

中、新型コロナウイルス感染症陽性患者を受け入れ対応しております。誰もが経験したこ

とがなく、マスクや防護服が不足し対応策も試行錯誤の中、自らの感染リスクに不安を

感じながらも医療者としての職務を全うしてまいりました。そのような時に多くの皆様

方から温かいご支援を頂き、緊張した心と身体がホッとするとともにとても勇気づけら

れました。改めて自分たち医療者としての役割を再認識した次第です。 

 まだまだ収束の気配は見られず、これから冬に向かいさらに感染が拡大し重症化する

のではないかと懸念されますが、私たちは職員一丸となって今後も市民の皆様の生命

と健康を守るために取り組んでまいりたいと思います。 
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地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター 

 

院長 竹内 康人 様 

 

この度は西神戸医療センターの職員に対しまして、「こうべ医療者応援ファンド」を通

じて企業・市民の皆様から温かいご支援をいただき心より感謝申し上げます。このご支

援は新型コロナウイルス感染症の感染拡大という困難な状況に立ち向かう当院職員の

大きな励みとなりました。また、「こうべ医療者応援ファンド」に寄せられた皆様からの応

援メッセージや直接当院に寄せられました応援のお言葉・ご寄附にも大変勇気づけられ

ております。 

当院は、神戸西地域の中核病院として、救急医療、がんを中心とした高度専門医療、

結核医療の安定的・持続的な提供を継続しながら、市民病院としての責務を果たすべく

2020 年 3 月から新型コロナウイルス感染症患者さんの診療や入院の受け入れを行っ

てまいりました。当院職員は医療機関の職員として医師・看護師からコメディカルや事

務職員、清掃等の委託業者に至るまで一丸となって対応しておりますが、一方で自分自

身が感染する可能性や報道されているような誹謗中傷への不安があったことは事実で

す。そのようなときに皆様からいただいた力強い応援を職員一人一人の心のよりどころ

として、これまでの困難な状況を乗り越えてくることができました。 

新型コロナウイルス感染症の完全な収束には、いましばらくの時間が必要になるかと

思われます。今後の中長期にわたるこの感染症への対応のなかで皆様からいただいた

応援を後ろ盾として、当院職員一同、市民の皆様の生命・健康を守るという使命を果た

すため全力を尽くしてまいります。 

最後になりましたが、ご寄附をいただいた皆様のご健康とこの苦難のときを共に乗り

越えていくことができますようお祈り申し上げます。 
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【院長補佐兼看護部長 濱本 カナコ 様】 

西神戸医療センターの職員に対しまして「こうべ医療者応援ファンド」より、心温まる

多くのご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 

対応が難しいウイルスと向き合い、職員は士気高く感染症対応に取り組んでおりま

す。しかしながら、自分自身が感染するのではないかという脅威や家族へうつしてしま

うのではないかと自宅に帰れなかった職員もいます。そのような中、ファンドからの応

援は職員一同胸が熱くなり、励みとなりました。 

新型コロナウイルス感染症の収束は未だ見えてきません。この冬には、インフルエンザ

の流行と重なり地域医療が逼迫することの予測がつきます。私たちは、第 1波、第 2波

の経験を生かし、市民の生命と健康を守るために職員総力をあげて取り組んでまいりま

す。 

このたびは、ご支援誠にありがとうございました。 
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日本赤十字社 神戸赤十字病院 

 

 

 

 

 

 

 

院長 山下 晴央 様 

 

「こうべ医療者応援ファンド」より神戸赤十字病院職員に対して、ご支援をいただきま

した。本当にありがとうございました。皆様からの応援により、職員一同が気持ちを新た

にして、業務に臨むことが出来ました。心より御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染が拡がり始めた３月から４月においては、医療者としての職員

もウイルスへの対応に右往左往する状況がありました。感染に対する基本的対応がわか

っていても、ウイルスの情報が不十分で、マスクや防護服なども不足していました。職員

自身も周囲に気を使いながらの生活でしたが、周りからの温かい応援があることに本当

に励まされ、落ち着くことが出来ました。感謝しています。 

まだまだ収束の気配のない感染状況ですが、皆様と力を合わせて対応すれば、必ず乗

り越えていけますので、頑張りましょう。病院も皆様の健康を引き続いて支援していき

ます。 
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社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 

 

院長 東山 洋 様 

 

職員の皆様からのメッセージカードが集まった大きなポスター 

 

それぞれにさまざまな職種の皆さんの言葉が・・・・。 



 

11 

 

 

ご寄付への感謝をしたためた医療従事者 72人のからのメッセージカードを集め、大きなポスター

を製作してくださった神鋼記念病院の皆さま 

 

【病院メッセージ】 

新型コロナウイルス感染症に対する神鋼記念病院の活動について、ご理解とご協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

患者様・職員等への感染防止に職員一丸となり努力を続ける中、「こうべ医療者応援

ファンド」の多くの皆様よりご厚情あふれる応援のお言葉やご支援を賜り、誠にありがた

く心より御礼を申し上げます。 

病院を応援いただく皆様のご支援は、全職員に元気と勇気を与えていただいており

ます。 

心温まるご支援に感謝し、今後も地域医療への貢献と感染防止に努めて参ります。誠

にありがとうございました。  
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神鋼記念病院の皆さまからのすべてのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医師ご一同 様】 

新型コロナウイルスの影響が色濃く、依然として緊張状態が続く中、多数の皆様から

のご支援、心より感謝申し上げます。 

病院で働く者にとって、皆さまからの温かいご支援やご声援が大きな励みになってい

ます。これからも全員が一丸となり、安心・安全な医療を提供できるよう努めてまいりま

す。 

 

【看護師ご一同 様】 

この度は、神鋼記念病院の職員に対し、市民や企業の皆さまから多大なるご支援・ご

寄付をいただき心より感謝申し上げます。 

私たちは常日頃より、病気と向き合う患者さんの役に立ちたいと思い仕事をしてきま

した。そのために昼夜を問わず努力することは、ごく普通の日常であり特別なことでは

ありません。神鋼記念病院で 2020年 3月から新型コロナウイルス感染症の患者さん
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を受け入れ始めたときも、日常の延長線だと思い比較的落ち着いて仕事に従事してい

ました。 

しかし、感染が世界中に拡大し、毎日のように医療機関のひっ迫した状況を目の当た

りにした時「私たちが戦っている敵は、こんなにも手強い相手だ」ということを認識し、

次第に恐怖と不安が募るようになってきました。看護師として働いてきた中で、自分自

身（医療チーム全員）が強い恐怖と不安を抱えながら患者さんに向き合うという今まで

に無い体験に戸惑い、時には心が折れそうになることもありました。 

そんな時、地域の皆さまからの温かいメッセージ・応援の物資など多くのエールを頂

き「はっと我に返るような衝撃」を感じたことを鮮明に覚えています。その衝撃とは、誰

もが大変な状態にある中で自分のことよりも、私たちに「強い関心を寄せて頂いたこと」

に対する感謝の気持ちに他なりません。そして、応援をくださった皆さまに心からの尊

敬と敬意を表します。皆さまの「ありがとう！」を私たちの誇りとし「神戸に住んでいて

良かった」と思っていただけるよう、これからも最善を尽くして参ります。 

新型コロナウイルス感染症の終息を願い、ともに明るい未来を信じましょう。私たちの

心は、いつも皆さまのそばにあります。 

最後になりますが、頂いた慰労金は神戸の経済活性のために使わせて頂きます。この

度は誠に有難うございました。 

 

【薬剤師ご一同 様】 

この度は、「こうべ医療者応援ファンド」様からお心のこもった支援金をいただき、あ

りがとうございました。 

3月に兵庫県でも新型コロナウイルス感染症が確認されて以降、当院でも対応に追わ

れてきました。患者様の安全を確保しながら、医療サービスを維持するために、現場で

は心身ともに消耗の激しい状態が続いておりました。 

そのような中、医療従事者に対して暖かいお言葉や支援の活動が広がってきたこと、

また今回のように、皆様の暖かいお心遣いを届けて頂けたことに、深く感謝しておりま

す。改めまして、ありがとうございました。 

これからも地域の方々に医療を通じて貢献できるように、薬剤室スタッフ一同尽力し

て参りますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【管理栄養士 様】 

温かいご支援ありがとうございます。皆様の健康を守る一助となれるようがんばって

いきたいと思います。 
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【事務部門ご一同 様】 

新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、病院に従事する者に対し、「こうべ医療

者応援ファンド」を通じて、多くの皆様からねぎらいのお言葉や心温まるご支援、お気遣

いに心から感謝申し上げます。 

医師・看護師をはじめ、多くの医療従事者が院内感染防止に最大限の注意を払いなが

ら患者さんの診療に取り組んでおり、我々事務部門も医療に携わる一員として、感染防

止や安全・安心に細心の注意をはらい、縁の下で支えて参ります。 

 私たちは皆さまからのご支援を力に変え、引き続き安全・安心な医療の提供にお役に

立てるよう努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 

 

院長 宇野 耕吉 様 

 

この度、「こうべ医療者応援ファンド」を通じ、多くの皆様からご支援・ご寄付をいただ

き、国立病院機構神戸医療センターを代表して、心より御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。皆様からいただいたご厚意は、当院で働く医療従事者を含めた全て

のスタッフの活力につながり本当に感謝致します。 

当院は、須磨区・垂水区を中心に地域支援病院として役割を果たしている病院です。

また、元国立病院として公共性公益性を基本として医療を提供していく使命がありま

す。今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、行政からの依頼に対して、渡航者・接触

者外来の設置や入院患者さんの受入れなども積極的に取り組んできたところです。 

第二波、第三波と今後も油断できない状況が続いていますが、これからも神戸医療セン

ターは引続き地域医療に貢献していきたいと考えていますので、これからも暖かいご声

援よろしくお願いします。 

 

【看護部長 西村 由美子 様】 

神戸医療者応援ファンドより全職全員にご支援いただきました。 

QUOカードを配布し職員一人一人が大切に使わせていただきました。 

「何に使ったの？」と、聞くと「コンビニでいつもは手を出せないちょっと高めのアイス

クリームで心を甘く満たしました。」、「スマホでは読めない専門書を買いました。」、「趣

味の絵本を買って癒されています。」など、とても嬉しい使い方をスタッフがしてくれて

いました。 

まだまだ気が抜けない日々は続いていますが、職員一同全力でこれからも頑張りま

す。ご支援ありがとうございます。 
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独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 

  

院長代理 脇田 昇 様 

 

この度は「こうべ医療者応援ファンド」を通じ、神戸労災病院職員の心と体のケアや環

境改善のために、たくさんのご支援をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。 

市内でも感染が拡大し始めた４月以降、医療機関でもマスク等の物資やウイルスの情報

が不足していた中、職員皆で一致団結し懸命に診療を継続しておりましたが、国内外で

の予想をはるかに超えた感染状況に不安を抱く日々でした。 

その様な状態での皆様からの温かいお心遣いとエールに、職員一同、心が癒され、改

めて新型コロナウイルス感染症に立ち向かう士気を高めることができました。 

感染状況については、まだまだ「小康」と「拡大」の繰り返しが懸念されるところです

が、当院はこれからも、こうべ地域の皆様の健康を守るため、地域の医療機関とも力を

合わせ、良質で心のこもった医療の提供に最善を尽くして参ります。 

この度は本当にありがとうございました。 
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公益財団法人甲南会 甲南医療センター 

 

院長 具 英成 様 

 

 

 

 

 

【感染対策室ご一同 様】 

この度は、「こうべ医療者支援ファンド」を通じ、多くの皆様からの支援を頂戴し、感謝

申し上げます。 

皆様からのお心遣いは、私たち医療従事者にとって頑張る力や勇気となっています。

今後も地域に密着した質の高い医療を提供できる病院として、安心・安全の医療、笑顔

をお届けできるように職員一同尽力してまいります。 

これからもどうぞよろしくお願い致します。 
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社会福祉法人恩賜財団 済生会兵庫県病院 

 

院長 山本 隆久 様 

 

このたびは「こうべ医療者応援ファンド」からの配分金を頂き感謝いたします。 

多くの職員に皆様に支えられているという暖かい感謝の気持ちを伝えることができま

した。ありがとうございました。 

当院は北区の地域中核病院として地域医療を支援する役割を果たしている病院で

す。当院は地域周産期母子医療センターを有していることもあり、絶対に院内感染を発

生させないという強い決意をもって 4月初めに新型コロナの外来・入院対応を行うこと

を決定いたしました。自身また家族への大きな感染リスクのある中、職員一人一人いろ

んな思いがあったことと思いますが、医療人の使命という自覚を持ち快く引き受けてく

れました。幸いに、これまで院内感染等大きなトラブルなく微力ながら地域医療に貢献

できました。精神的にも体力的にも多大なストレスにさらされる中、自己犠牲的精神で

もって前向きに対応してくれた職員のおかげと深く感謝しています。 

現状また、第 2波といってよい感染者の増大がみられます。まだまだ気の許せない状

況がしばらく続くことが予想されます。これからも、再度気持ちを引き締め、新型コロナ

終息に向け当院職員一丸となって感染対応に取り組んでいきたいと考えています。 

この危機を乗り越えるためには皆様のご支援、ご協力が欠かせません。今後ともどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 
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【看護部 堀川 葉弥子 様】 

この度は、本院において「こうべ医療者応援ファンド」様から、心温まる寄付をいただ

き、心から感謝申し上げます。 

日々、コロナ感染症または疑いのある患者様に対応し、不安から精神的に疲れてしま

うこともありますが、このような時だからこそ皆様の「頑張って」という励ましが、何より

嬉しく感じ救われる気持ちです。 

まだまだ、この状況は続くと思われますが、自分たちの出来ることを使命をもって努

力していきたいと思っております。 

 ありがとうございました。 
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神戸大学医学部附属病院 

 

院長 平田 健一 様 

 

皆様からのご支援に、心から感謝申し上げます。多くの皆様から寄せられた暖かいお

気持ちは、医師・看護師をはじめとする医療現場のスタッフに多くの勇気を与え、私たち

の大きな励みとなっております。 

新型コロナウイルス感染症の終息は、未だ見通せない状況が続いておりますが、当院

はこれからも皆様に安全・安心な医療を提供するため職員一同、力を尽くしてまいりま

す。 

 

【副病院長・看護部長 藤原 由佳 様】 

 こうべ医療者応援ファンドを通じて、皆さまから多くのエールをいただき感謝申し上げ

ます。 

職員は、目に見えないウィルスに不安を感じながらも、入院、外来通院されている患

者さんが感染しないように、職員自身が感染しないように、自身の家族に感染させない

ようにと、感染対策に留意しながら過ごしています。 

新型コロナウィルス感染症患者さんをお受けし、看ることは、正直なところ不安ばかり

でした。特に直接、患者さんと接する職員の不安は計り知れないものがあったと思いま

す。しかし、神戸市内の医療機関が協力しあい、役割を果たすことで、新型コロナウィル

ス感染患者さんへの適切な診療・看護を提供すると共に、本来の診療・看護が継続され

ることにつながると信じて、職員一同、尽力してきました。 

新型コロナウィルス感染症の収束は見えず、第３波が予測されますので、引き続き取

り組んでまいります。今後も引き続き、ご支援いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 
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公益社団法人日本海員掖済会 神戸掖済会病院 

 

 

院長 藤 久和 様 

 

このたびは、「こうべ医療者応援ファンド」よりご支援をいただき、本当にありがとうご

ざいました。 

お話を聞いたときは、病院外の多くの人が支えてくれているという気持ちに胸がいっ

ぱいになりました。職員一同に代わり心より御礼申し上げます。 

医療現場では、時として混乱し不安にかられることがありますが、この応援ファンドの

ように金銭的にも心理的にも応援してくれているという事実が、我々医療従事者の励み

となっています。 

ご存じの通り、新型コロナウイルス感染症に関しては、まだ予断を許さない状況が続

いております。 

前述の通り、日々迷いながら対応をしているところもありますが、今後も地域の中核

病院として、ひとつずつ真摯に取り組んでいくつもりです。 

今後とも、これからも温かいご支援ご協力をよろしくお願いします。 
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医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院 

 

 

院長 冨田 雅史 様 

 

 

 

 

【リハビリテーション科 様（匿名）】 

たくさんの応援ありがとうございます。 

皆さんの応援はとても力になり、勇気をもらいました。寄付金は大切に使わせていた

だきます。地域の人たちの健康を守るため、医療従事者としてこれからも頑張っていき

たいと思います。 

 

【診療放射線技師 河野 礼彰 様】 

この度は皆様からお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。 

私たち職員一同、励みになります。どうか皆様も今一度感染予防をし、一丸となって

見えぬウイルスと戦っていきましょう。 

 

【手術室看護師 様（匿名）】 

ありがとうございました。 

暖かい皆さんのお気持ちに感謝しています。 

 

【看護師 様 （匿名）】 

この度もご支援いただきましてありがとうございます。とても嬉しく思いました。 

皆様も大変だと思いますが、健康に気をつけてお過ごしください。 

本当にありがとうございました。 

 

【手術室看護師 様（匿名）】 

この度はあたたかいご支援ありがとうございました。 

この混沌とした世の中で、皆様のご支援が心にしみます。 

頂いたお気持ちを忘れずに、業務に励みたいと思います。 
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【薬剤師 様 （匿名）】 

支援いただきまして、ありがとうございます。 

みなさまの支援のお気持ちを受けて、身の引き締まる思いで、これからもがんばって行

こうと思いました。 

健康のことでお困りのことがございましたら、ご相談ください。 

 

【ケアマネジャー 様 （匿名）】 

応援していただいた皆様の力が自分の力となります。ありがとうございます。 

 

【作業療法士 寺尾 昌之 様】 

この度は皆さまからのお気持ちを頂戴し大変感謝しております。 

地域の皆さまが安心して暮らせるようこれからも心がけてまいります。 

 

【作業療法士 原 美千子 様】 

心遣いありがとうございました。心温まる思いに感謝してこれからも患者様の為に

日々頑張っていこうと改めて思いました。」 

 

【作業療法士 村上 幸子 様】 

応援してくださる方がたくさんいて、心強いです。 

患者さんや利用者さんが安心して病院や施設を利用できるよう、感染予防に努めます。

ありがとうございました！ 

 

【リハビリテーション科 様（匿名）】 

こうべ医療者応援ファンドに寄付していただきありがとうございました。 

励みになりました。大切に使わせていただきます。 

 

【外来看護師 木村 幸子 様】 

まず神戸市医療ファンドを通じて、寄付を頂いた皆様に深く御礼申し上げます。 

私達医療従事者は、3月より発熱対応をしてきました。現在も数は増加し、始めの頃は

発熱対応する事が怖く、いつ自分もかかるかと不安で一杯でした。そんな中、同ファンド

の取り組みを知り、私達に支援して下さる方が大勢いる事はとても励みになりました。   

まだ先の見えない闘いになりますが、神戸市の皆様が、コロナへの恐怖や不安から少

しでも解放されるよう頑張っていきます。この度はありがとうございました。 

 

【リハビリテーション科 様 （匿名）】 

この度は医療者に向けて寄付して頂きましてありがとうございました。 

大切に使わせて頂きます。 

寄付して下さった方々に恩返しが出来るよう、精一杯努めて参ります。 
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【診療放射線技師 有村 瑠莉 様】 

この度は、多数の方々からのご支援本当にありがとうございました。 

皆様の気持ちにこたえられるよう、これからも頑張りたいと思います。 

 

 

【診療放射線技師 宮地 洋平 様】 

医療従事者としてストレスを感じる中で、たくさんの方々が私たちを応援してくださ

っていることが分かって非常に励みになりました。本当にありがとうございました。 

 

【事務長 青木 一郎 様】 

たくさんの方々からの寄付は、医療に携わる人々への「激励であり、期待であり、願い

である。」と受け止めました。ありがとうございました。 

 

【看護師 石井 加代 様】 

医療者支援、ありがとうございました。 

混沌とした情勢が続く中、職務を果たさなければという緊張、私生活面の自粛も続き、

知らぬ間に自分の視野はとても狭まっていました。 

見えない場所からも、こんなに温かい励ましの気持ちをもっていただけていたんだ

と、改めて世界の広さに気づきました。心の支えにしてゆきたいと思います。 

 

【健診センター 職員ご一同 様】 

医療従事者への応援ありがとうございます。 

現在 健診センターでは、受診者様に 感染対策にご協力いただきながら、日々の人間ド

ック・健診を行っております。 

新型コロナウィルス感染症が落ち着いて、気兼ねなく受診ができるまで、感染対策に

気をつけていきたいと思います。 

 

【管理栄養士 宮本 博史 様】 

応援ありがとうございます。 

多くの方の温かいメッセージに勇気付けられました。全ての方々が安心して笑顔で暮

らせるように、いまいちど一丸となってこの状況を乗り越えましょう。 

 

【総務課 吉川 文雄 様】 

この度は、全国的にコロナで大変ななか、支援者の方々から寄付という形でご支援頂

きありがとうございます。 

これからもっとコロナが身近になることが予想される中、医療機関に働いている者と

して一刻も早く終息に向かうことを切に願っています。 

今は自分に何が出来るかを考え、医療人として患者様と接していきたいと思います。 

今回は、ご支援 誠にありがとうございました。 
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【入退院支援センター 松浦 裕子 様】 

今回このようなお心遣いを頂いてありがとうございます。 

皆様のお気持ち大変ありがたく、感謝しております。 

皆様のお気持ちに答えられるようがんばって参ります。 

 

【診療放射線技師 様 （匿名）】 

先行きの見えない恐怖から、はや数ヶ月が経とうとしています。 

新型コロナウィルスは収束を見せるどころか、再拡大の様相を呈し予断を許しません。 

このさきどうなるのだろう・・・。 

これは医療従事者だけではなく、一般の市民の皆さんも同じ気持ちだと思います。 

田舎の親からは神戸の医療機関で働く自分にたびたび電話がかかってきます。 

「神戸は大丈夫なのか、病院は大丈夫なのか。」今できることは、元気な声を聴かせるこ

とだけです。（顔を見に帰りたいのが本音ですけど笑） 

できることは限られていますが、置かれた環境で与えられた職務を全うしていきます。 

このたびは様々な方から寄付といった形で応援いただき、誠にありがとうございまし

た。一日も早く、この難局がやみますように。 

 

【SE 杉村 剛 様】 

多大な応援を賜りありがとうございます。 

職員一丸となって地域の皆様の健康と安心をしていただけるよう日々精一杯の医療

を提供させていただいております。また、今後も変わる事なく続けさせていただく所存

です。これからも、ご期待にそえるよう地域の医療を支えていきたいと思います。 

 

【リハビリテーション科 様（匿名）】 

この度は私たち医療職者に温かい応援を頂き誠にありがとうございます。全世界・日

本全体に COVID-19が拡がる中、正直大変な状況は皆様も一緒だと思います。 

そのような状況の中、私たち医療職者に手をさしのべて頂いたことを本当に嬉しく思

っています。まだまだ終わりが見えない状況で大変とは思いますが、皆様方もどうぞお

体に気を付けて、そして笑顔で元気でいて頂けたら嬉しく思います。この度は本当にあ

りがとうございました。 

 

【診療放射線技師 様(匿名)】 

QUOカード本当にありがとうございました。大切に使わせていただきます。 

 

【入退院支援センター 様(匿名)】 

こうべ医療者応援ファンドの皆様、この度は気持ちのこもった寄付をありがとうござ

います。大切に使わせて頂きます。 

応援して下さる方の存在があることを心強く感じ、より一層仕事に励んでいきたいと

思います。ありがとうございました。 
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【入退院支援センター 様(匿名)】 

こうべ医療者応援ファンドの皆様、この度はこのような寄付をして頂き誠にありがと

うございます。 

新型コロナウィルスの感染拡大が続いており、油断出来ない状態です。 

私たち医療従事者は、皆様が安心して過ごすことが出来るように日々頑張っておりま 

す。これからも皆様の支援が必要になってくるかと思いますが、どうかよろしくお願い

致します。ありがとうございました。 

 

【診療放射線技師 様(匿名)】 

当院では、COVID－１９が流行してから、発熱、感染疑いの患者様が急増しておりま

す。私は、患者様の検査に直接携わる職種であるため、自分自身に感染してしまうリスク

を感じながら仕事をしています。正直言って家族もいますし、自分が感染してしまったら

と思うと不安でなりません。そんな中でも少しでも医療者のことを案じてくださる方々

がいると思うと、救われます。 

今は世の中のために、働かなければという決意のもと日々がんばる所存です。 

ご支援ありがとうございました。 

 

【入退院支援センター 様(匿名)】 

事務員である私は、現在、最前線で直接患者様と関わることが少なく、そんな私まで

頂いたことに、大変ありがたく思っています。ありがとうございます。 

 

【薬剤師 大島 良康 様】 

このたびは素敵な企画ありがとうございます。 

医療従事者の一人として、また感染対策を担う薬剤師として 1日でも早く COVID-

19の流行が治まり、皆様が安心して生活できる日常が取り戻せるまでがんばっていき

たいと思っております。皆様も体調にお気をつけて過ごしてください。 

こころ温まるご支援ありがとうございました。」 

 

【看護師 様 (匿名)】 

このたびは貴重な寄付金の中から、個人当ての「クオカード」をいただきまして 

ありがとうございました。 

お心つかいに感謝し、大切に使わせて頂きます。」 
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国家公務員共済組合連合会 六甲病院 

 

院長 安藤 章文 様 

 

皆様の温かいご支援に、心から感謝申し上げます。 

皆様からの温かいお心遣いは、不安・緊張状態が続く医療現場のスタッフにとって何

よりも心強い励ましとなっております。 

新型コロナウイルス感染症は、依然として予断を許さない状態が続いておりますが、

皆様から寄せられた温かいご支援を励みに、これからも全職員が一丸となって、安全・

安心な医療を提供できるよう努めてまいります。 

 

 

【看護師 様】 

このたびは医療従事者に「こうべ医療者応援ファンド」より暖かいお言葉やご支援を

いただき、心より感謝しております。 

新型コロナウイルス感染の第一波では、情報が錯綜し、予防対策での物資も限られた

中、必死で対応してまいりましたが、皆様のご厚意には、とても支えられ、大きな励みと

なりました。 

これからもまだまだ、先が見えない状況ではありますが、力を合わせて乗り越えてい

きたいと思っています。このたびは本当にありがとうございました。 
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医療法人財団 神戸海星病院 

     

理事長 河野 範男 様     

 

 この度は、「こうべ医療者応援ファンド」を通じて、皆様からの温かいご支援を頂戴いた

しましたことについて、職員を代表し、心より感謝申し上げます。皆様からお気遣い、感

謝のお気持ちをいただきましたことは、現場に立つ医療従事者のみならず、当院に勤務

する全ての職員にとって、非常に大きな励みとなっております。いただきました寄付金

については、その趣旨を鑑みて大切に使わせていただきます。 

未だ感染の収束が見通せない状況が続いておりますが、当院は今後も地域住民のみ

なさまが安心して健康な毎日を過ごされるよう、努めて参ります。この度は本当にあり

がとうございました。 
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神戸アドベンチスト病院 

 

 

院長 森 経春 様 

 

このたびは神戸アドベンチスト病院の医療従事者に「こうべ医療者応援ファンド」を通

じて、たくさんの温かいご支援をいただき、心より 感謝申し上げます。 

経験したことのないコロナ禍の中、ご支援は全ての職員にとって、非常に大きな励み

となっております。今後も一同団結して地域に必要な医療を提供してまいる所存です．   

この度は本当にありがとうございました。  

 

 

 

【理学療法士 様】 

皆様からのご支援に、心から感謝申し上げます。 

この厳しいシーズンが永遠に続くものではなく一時的であること、またこのシーズン

を通して私たち医療者が強められることに希望を持ち、これからも業務に励みたいと思

います。 

 

【医療事務担当 様】 

この度は「こうべ医療者応援ファンド」様よりご支援頂き感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対策が 3月から始まり、医療物資も枯渇するなか、地域の

皆様に支えられている当院として精一杯の対応をしてきたと思っております。 

これからも地域の皆様に安心して頂けるよう、頑張って参ります。 

 

【事務 玄関前感染対策担当 様】 

この度は、「こうべ医療者応援ファンド」よりご支援いただき感謝申し上げます。 

健康増進課では、業務を休止して院内への感染予防に力を入れてきました。7月に入

り予防策を取りながら一部業務を再開しています。 

まだまだ通常通りになるには時間を要することと思います。一日でも早く明るく笑顔

で暮らせることができるように皆様と力を合わせて乗り越えていきたいと思います。 

今回は、温かいお心遣いに感謝いたします。 
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【事務 玄関前感染対策担当 様】 

このたびは、医療従事者へのあたたかいご支援をいただきまして、本当にありがとう

ございました。新型コロナウイルス感染が一刻も早く終息するように祈りながら、今後と

も感染予防に努めていきたいと思います。 

 

【事務 玄関前感染対策担当 様】 

こうべ医療者応援ファンドの皆さま 

この度は皆様も不安な気持ちで過ごされている中、このような心のこもったご支援を

頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。 

微力ではございますが、今、自分に何が出来るかを日々考えながら皆様の健康と笑顔

が保たれますよう最善を尽くしていきたいと思います。 
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       独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院  

 

 

 

院長 松本 圭吾 様 

 

この度は「こうべ医療者応援ファンド」を通じたご寄付をいただき有難うございます。 

新型コロナウイルスという大変厄介な感染力の強いウイルスで世界中が困難な状況にあ

ります。ここ神戸においても大きな第３波が来ている中、医療への逼迫も懸念される状

況になってきています。当院は、神戸市北区にある地域の公的基幹病院としてまた感染

対策加算１の病院として今回の新型コロナに対しては神戸市の施策の下に外来および

入院治療にあたっています。外来、入院担当の医師、看護師をはじめとした総てのスタッ

フは緊張感と強い使命感を持って対応しております。その中で市民や企業の皆様からの

温かい寄付が、前線で働いている医療者に届くことは、きわめて心強いことです、まこと

に有難うございました。 

この Be Kobe のスピリットを基にした「こうべ医療者応援ファンド」が強いパイプと

なり行政、企業、市民、医療者がスクラムを組んでウイルスに打ち勝たねばなりません。 

当院もその一助となればと頑張ってまいります。 
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【看護部一同 様】 

新型コロナウイルス感染症対応の長期化で、医療者だけでなく皆様も大変だと思いま

すが、 こうべ医療者応援ファンド様よりご支援をいただき、看護師一同感謝申し上げま

す。 

 緊張の続く業務の中、何に使おうかと楽しみな時間を持つことができ自然に笑顔にな

りました。 

 皆様の暖かいお気持ちを力にして、今後も患者様の安全と医療サービスの提供に取り

組んでいきたいと思います。 

 

【薬剤部長 国府 孝敏 様】 

この度は、世の中全体が大変な状況の中であるにもかかわらず、私たち医療従事者に

対し心温まるご支援を賜り心より感謝しております。 1日も早く健康な社会になります

ように、皆様の思いと期待を日々実感しながら、より一層精進して地域医療に取り組ん

でいきたいと思います。 

 

【作業療法士長 水田 裕文 様】 

この度は医療従事者に対し、心温まる御支援を戴き誠に有難うございます。 

安全安心な医療を提供し続けるため、公私共に気を緩めることなく、日々診療業務に取

り組んでいきます。 

地域の皆様の健康維持に寄与出来るよう、これからも頑張ります。 

 

【臨床検査技師長 髙嶋 学志 様】 

この度は医療従事者へのご支援、ありがとうございました。 

全国的に新型コロナウイルスが流行っている中、出来る限りの医療貢献を皆様の暖か

い支援を励みに頑張ってまいります。 

 

【診療放射線技師長 木野田 祐一 様】 

この度は皆様方も不安で大変な中で、お心遣いを賜りありがとうございました。 

皆様からの温かいお気持ちを糧にしてこれからも頑張ってまいります。 

 

【事務部長 中野 良文 様】 

この度のご厚意に関しまして、ご寄付頂いた市民の皆様、「こうべ市民福祉振興協会」

様には心より厚くお礼申し上げます。 

 当院、JCHO神戸中央病院は今後も院長指導の下、地域の皆様に選ばれる医療を展

開していきますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


