
笑 顔 と あ り が と う プ ロ ジ ェ ク ト

メ ン バ ー 紹 介

ありがとうは魔法の⾔葉。
唱えると幸せの神様がやってくる。

志賀 香織
（しが かおり）

①九州エリア
②福岡県北九州市門司区
③旅⾏、現実逃避
④「すみません」という言
葉を、「ありがとうござい
ます」に変えるようになり
ました︕

#KeepSmiling☺ 広がれ笑顔の輪!!

⼩林 彩
（こばやし あや）

①近畿営業所 採用推進課
②京都府
③映画鑑賞､スポーツ観戦､
音楽鑑賞
④プロジェクトの活動をお
伝えする中で発信すると大
きく広がり、まわりまわっ
てポジティブな気持ちが大
きくなった気がします。

永遠の定番 感謝︕

原田 一寿
（はらだ かずひさ）

①営業本部 関東エリア 営業
一課
②埼玉県
③バイク
④何気なく言っていた「あり
がとう」を相⼿の眼を⾒て言
うことで、相⼿への感謝の気
持ちが高まりました。

心を込めて☺ ｢感謝｣と｢ありがとう｣の
⾔葉をプレゼントします✌

吉田 信子
（よしだ のぶこ）

①管理部 教育研修課
②福岡県北九州市
③温泉旅⾏、ハーバリウム
(最近)
④プラスの言葉を多く使う
ようになりました(^^)/

心からの感謝とエールを!!

奥山 美緒
（おくやま みお）

①営業本部 関東エリア 採用
推進課
②神奈川県
③散歩、読書
④「ありがとう」の言葉を
より意識し、気持ちを込め
て伝えるようになりました。

2020年
1月 「笑顔とありがとうプロジェクト」のキックオフ

2月 「笑顔とありがとうシール」の配布

4月
電話応対の挨拶言葉統一 「お電話ありがとうございます。メディカル・プラネットの○○でございます」

「5・6月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「医療現場を⽀えてくれてありがとう」

5月 マスクの配布と感謝の言葉のまとめ

6月 「7・8月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「あなたの笑顔を⾒るだけで安⼼できる⼈がいます」

7月 「ありがとう川柳」の募集

8月
「ありがとう川柳」の優秀賞選出

「9・10月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「マスクの下にも笑顔とありがとう」

9月 「ありがとう川柳」の優秀賞12作品選出と卓上カレンダーの作成

10月 「11・12月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「アイコンタクトで伝えるありがとう」

11月
「ありがとう川柳」の表彰

「笑顔とありがとう通信」発⾏のための活動開始

12月 「1・2月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「ありがとう 伝える『こころ』 返せる『気持ち』」

2021年
2月 「3・4月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「あなたの『感謝を伝える色』は何色ですか」

4月 「5・6月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「SYOKUBAでも DOKOでも GOODな SMILEを」

6月 「7・8月 笑顔とありがとうテーマ」を配信 「今⽇は⾃分にありがとう︕いつも本当によくやってる」

①所属 ②出身 ③趣味 ④プロジェクトメンバーになって変わったことは︖
フリップテーマ「言葉のプレゼントでみんなを笑顔にします!」

活 動 内 容

職 場

笑う門には福来たる☺ ☺ ☺ ☺

松下 陽子
（まつした ようこ）

①北九州営業所
②福岡県北九州市
③まんが、探偵ごっこ
④マスクの上からの笑顔を
意識するようになりました。
笑いジワも気にならなくな
りました。

ワタキューグループ 笑顔とありがとうプロジェクト

毎⽇のお仕事、お疲れ様です。早いもので、2021年も半分が過ぎようとして
います。「笑顔とありがとうプロジェクト」も開始して1年以上が経過してお
り、少しずつですが効果がでてきています。
「笑顔」と「ありがとう」という二つの事柄に注目したことを述べてみます。

まず、「笑顔」といえば。
「笑顔のシンデレラ」こと渋野⽇向子（しぶの・ひなこ）プロ2年目、20歳の
若さで全英オープンを制したプロゴルファーです。彼⼥の笑顔は「しぶ子スマ
イル」と言われています。
彼⼥がインタビューで、「今後に生かしたいことは」との質問に「世界でも笑
顔は共通だと思ったので、笑顔で努⼒すれば結果に出る」と答えていました。

「笑顔」は世界共通であり、勤続年数や経験に関係なくいつからでも開始でき
ます。皆さんも意識してみてはいかがでしょうか。

ありがとう通信｜編集･発⾏︓ 株式会社メディカル･プラネット https://corp.medicalplanet.co.jp/

ありがとう通信

次に「ありがとう（感謝）」についてです。
ある会社の社⻑さんの記事ですが、「今あるものに感謝する。足りないものに
意識を向け、『それがないからできない』と不平不満を言う間は、物事は良く
はならないでしょう。あるものだけで道が開ける時もあります。あるけど、そ
の⼒を引き出せていないことが多々あるからです。感謝したら良いところが⾒
えます。良いところが⾒えるから感謝するのではないのですね。」という記事
がありました。

「今あるものに感謝する」これは、理解していてもなかなかできないことだと
思います。現状に目を向けてみるのもいい機会です。

スタッフの皆さんにおかれましては、この「笑顔」という表現方法と「ありが
とう」という感謝の気持ちを言葉にしていただきたいと思います。
良いことがあるから「笑顔」になるのはもちろんですが、良いことを呼び寄せ
るために「笑顔」で毎⽇過ごし、「ありがとう」と感謝の言葉を伝えましょう。

『ありがとう通信』は
WEBサイトからも
チェックできます!!
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｢笑顔｣ と ｢ありがとう」

・ エリア別取組みレポート

・ プロジェクトメンバー紹介

・ これまでの活動内容



これからも継続して勉強会を続けてくださいね。ご協⼒いただいた皆さん、ありがとうございました︕

リーダーの方々

普段は1⼈部署で勤務の方が多いので、みんなが集まるのはとても貴重な時間です︕

勉強会で挙がった内容
『他科の先生が来られた際元気よく挨拶したら最近やっと目
を合わせて返事をしてくれるようになりました。』

『マスクをしていると相⼿に表情が伝わりにくいので声の
トーンを高くしたりして不機嫌な感じにならないよう気を付
けました。』

『相⼿よりも先に挨拶をするよう⼼がける︕』

『治療の待ち時間に差し⽀えない程度に毎⽇来院される患者
様やご家族とお話しています。患者様からあなたの笑顔を⾒
に来るのが楽しみと言っていただけてうれしいです。これか
らも笑顔と明るい声を継続します。』

北九州営業所内の⼩倉記念病院では、現在約50名のスタッ
フが勤務しています。
毎月1回、勉強会として接遇テーマの取り組みを発表、ま
た病院内で褒められたことを報告し、スタッフのモチベー
ションアップと、普段なかなか仕事中にはできないコミュ
ニケーションを図る場として開催しています。そこで、今
回は⼩倉記念病院勉強会に潜⼊してきました︕︕

〜⼩倉記念病院での笑顔とありがとうの取り組み〜

⼩倉記念病院クラークは新卒から再雇用まで幅広い年齢層がいます。皆現場が離れているため月に一度の
勉強会はお互いの顔合わせの唯一の場として大事にしています。業務報告やテーマに取り組んだ内容を回
覧しているのでチームワークがより一層育まれているように感じます。 ⼩倉記念病院統括 山本 加代子

九州エリア

近畿･中部エリア

現場スタッフの松浪主任に、プロジェクトの取り組みについてお話
を伺いました。

ありがとうプロジェクトの取り組みについて
『笑顔と親切の気持ちを常に忘れずに患者様へ接するよう⼼がけて
います。また、忙しくてパニックになると良い笑顔・接遇ができな
くなるので、深呼吸をするようにしています。
ちょうどコロナが始まり病院全体に疲れがみえる時に、ありがとう
テーマを掲示し、病院の職員の方から「元気が出る」「良いテーマ
だね」とおっしゃっていただきました。個⼈的には、色々な地方の
方言で「ありがとう」を載せていたのがとても面白かったので、各
国の言語でも⾒てみたいです。
昨年開催した「ありがとう川柳」は、スタッフでどういった事に毎
⽇取り組んでいるか「ありがとう」とはどういったときに言われる
か等、改めて考えるととてもいい機会になり、楽しんで取り組むこ
とができました。川柳の⼊ったカレンダーを⾒て、どの現場でも感
謝とスタッフ間の助けと⽀えがあることが感じられました。』

【 病 院 特 徴 】
「患者様中⼼の医療を目指し、安全で満足度の高い医療の提供に努め、地域の
保健・医療・福祉と連携し、最善の医療とサービスの提供に努めます」
一般病床・地域包括ケア病床・療養病床からなり、肺炎などの急性期疾患、高
度急性期治療を脱したが在宅に向けてリハビリテーション等の継続治療の必要
な方、慢性期疾患で在宅・施設での療養が困難な方、ターミナルケアの必要な
方と様々なニーズの患者様の治療を⾏っています。医療法人社団兼誠会 つかぐち病院

2019年2月に現在の地に新築移転し新しい建物になりました。医療保険での受診に加え、
介護保険を利用したサービスも⾏っており、新たな地域での医療に⽇々貢献しています。

笑顔は元気の源︕誰もが笑顔になる川柳を募集します。
大切な⼈の笑顔、⾃分だけの宝物、没頭できる趣味など、どんなに疲れて
いても「がんばろう︕」という気持ちにさせてくれる、あなたやご家族の
「笑顔エピソード」を、五・七・五 で表現してください。

【応募開始時期】7月中旬を予定しております。詳しくは、
メディカル・プラネットWEBページにてご案内いたします。

【応募要項】応募対象はメディカル・プラネットに在籍中の方
のみ。オリジナルの作品に限ります。

【選考】投票にて優秀作品12点を選出いたします。
優秀作品12点は、「2022年配布の卓上カレンダーに掲載※」
の他、副賞として「⼤容量・おしゃれエコバック」をプレゼン
トいたします。※作品と合わせて在籍エリアも掲載いたします。

取組みレポート
エリア別

東邦⼤学医療センター ⼤橋病院
2018年6月22⽇にリニューアルオープンした新しい病院です。地域の方々の拠点病院
として、毎⽇1,000⼈近い患者様が来院されます。その中で総合受付という病院の顔
とも言える部署でメディカル・プラネットのスタッフが活躍しております。

「笑顔とありがとう」の取組み
渋谷駅から1駅の距離にある都市部とはいえ、近隣にはご高齢の方が多く、受付時に
は「少し大きめの声で」「わかりやすく」「さわやかな笑顔で」をモットーに、患者
様へやさしい受付対応を⼼掛けています。それだけに患者様からの『ありがとう』の
言葉は、本当にうれしく、私たちの糧であり⽀えでもあります。
またスタッフの皆さんはとても元気で明るい方が多く、毎⽇楽しくお仕事をしていただい
ております。これからもたくさんの『ありがとう』を頂けるように頑張っていきます︕

関東エリア

【病院概略 】
東邦大学医療センター大橋病院は、東京都目⿊区に所在する医療機関。東京都大田区に
大学本部がある学校法⼈東邦大学が運営している病院である。1964年に開院された。
地域医療⽀援病院に承認されている。病床数は一般病棟319床。略称は東邦大大橋。

標榜診療科︓ 消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、呼吸器内科、膠原病
リウマチ科、糖尿病・代謝内科、⼩児科、外科、脳神経外科、整形外科、⼼臓血管外科、
婦⼈科、皮膚科、泌尿器科、眼科、⽿⿐咽喉科、放射線科、麻酔科、形成外科、救急治
療科、リハビリテーション科、病理診断科

スマイル川柳募集
テーマ「大切な誰かを笑顔にする川柳」

ありがとうプロジェクトが始動したのが、2020年1月。2ヶ月に1回の「笑顔とありがとうテーマ」を配布し、啓蒙活動をはじめ
て早1年半。各エリアの病院でも少しずつ笑顔とありがとうを意識して楽しく明るい職場作りに取り組んでいます。
今回は各エリアから1病院をピックアップし、取材してきました。それぞれ遠く離れた病院で働くスタッフの方々ですが、「笑
顔とありがとう」の取組みは各地に広がっています♪


