
№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ａ-1 2002 倉敷中央病院 ICUにおけるCPR訓練のシステム構築 長谷川 貴洋 12:50

Ａ-2 2059 名古屋セントラル病院 人間ドックの乳腺エコー受検者を増やし収益ＵＰ↑↑ 山内 亮輔 13:05

Ａ-3 2015 伊勢赤十字病院 検査結果を早くだそう！ 谷 佳織 13:20

Ａ-4 2142 浅ノ川総合病院 部署ごとの連携を強化しよう！～業務の効率化を目指して～ 太田 哲生 13:35

Ａ-5 2027 旭川医療センター ちょっと待って！！その検体！～検査科からの情報発信～ 川嶋 友梨香 13:50

Ａ-6 2038 県立広島病院 消化器外科の外来患者における診療開始から緊急入院までの所要時間の低減 品川 恵己 14:05

Ａ-7 2040 飯塚病院 みんなを笑顔に－医療機器の最適管理を目指して－ 諸正 知之 14:20

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｂ-1 2099 大阪市立大学医学部附属病院 会計待ち時間短縮への挑戦～自分たちができる待ち時間対策～ 楳崎 健一 12:50

Ｂ-2 2102 雲南市立病院 リハビリ計画書を説明し、患者様に安心してリハビリを受けていただこう！ 角 紀子 13:05

Ｂ-3 2113 県立広島病院 外来糖尿病患者における栄養指導件数の増加 石津 奈苗 13:20

Ｂ-4 2146 中頭病院 医療用麻薬の自己管理導入に向けて 伊波 美幸 13:35

Ｂ-5 2108 厚生連高岡病院 健診受診者の忘れ物を削減しよう 山本 麻樹子 13:50

Ｂ-6 2114 PL病院 一般撮影における膝関節軸位撮影方法を改善しよう 吉田 明弘 14:05

Ｂ-7 2130 三萩野病院 主治医意見書発送後の問合せをなくそう 蓼原 由佳 14:20

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｃ-1 2132 浦添総合病院 リハビリテーション部の表皮剥離インシデントを減らす 高橋 幸恵 12:50

Ｃ-2 2001 富山市民病院 患者の安全を守る、廊下のスペース確保 有馬 早織 13:05

Ｃ-3 2023 石巻健育会病院 最終与薬場面における確認手順の定着を目指して 長谷部 和枝 13:20

Ｃ-4 2025 日本鋼管福山病院 ＳＴＯＰ！ＴＨＥ止血不良　～止血不良による汚染件数を減らそう～ 江草 望登子 13:35

第18回フォーラム「医療の改善活動」全国大会in倉敷　セッション詳細

1日目：10月28日（金）

セッションＡ 【審査基準Ａ】 第1会場　「ホール」

A．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの

セッションＢ 【審査基準Ｂ】 第2会場　「アイシアター」

B．患者サービス・患者満足度の向上をめざすもの

セッションＣ 【審査基準Ｂ】 第3会場　「202会議室」

C．安全の向上をめざすもの



Ｃ-5 2028 市立三次中央病院 地震発生時に手術室の安全を守ろう！ 落合 豊和 13:50

Ｃ-6 2043 水島中央病院 嚥下障害患者における誤嚥リスク値の低減 才野 知子 14:05

Ｃ-7 2074 くろさわ病院 混雑を減らすには　　～患者さまが安心してリハビリを受けられるように～ 小林 美香 14:20

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｄ-1 2135 穎田病院 Value Stream Map を利用した施設患者における訪問診療の効率化 安永 勤 12:50

Ｄ-2 2045 市立長浜病院 記録の後回しを減らして、時間外を減らしたい！ 廣部 佐太則 13:05

Ｄ-3 2076 北海道がんセンター 安心してください！ちゃんとありますよ 植杉 みゆき 13:20

Ｄ-4 2081 新潟市民病院 サマリー処理業務の時間短縮 東都 恵介 13:35

Ｄ-5 2128 姫路赤十字病院 検査情報見落としによる患者さんへの案内ミスの撲滅 藤岡 護 13:50

Ｄ-6 2009 倉敷中央病院 中央支援ってなあ～に？ 綾野 則子 14:05

Ｄ-7 2105 明石医療センター 診断に適した美しい細胞診標本を作ろう 堀 志穂 14:20

セッションＤ 【審査基準Ａ】 第4会場　「203会議室」

D．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの / 他



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｅ-1 2062 大阪市立大学医学部附属病院 効率よく退院清掃を行うため手順を統一させよう 中田 利恵 14:40

Ｅ-2 2047 倉敷リハビリテーション病院 モニター送信機の使用患者における危険度レベル件数の低減 川村 理和 14:55

Ｅ-3 2147 那覇市立病院 大腸がん健診における 精密検査受診率アップに向けた取り組み 仲村 千春 15:10

Ｅ-4 2125 PL病院 患者様への情報提供を充実させよう！ 本間 暢 15:25

Ｅ-5 2111 松波総合病院 災害時自分のとるべき行動とは 安江 彩嘉 15:40

Ｅ-6 2118 山陰労災病院 安心してください。あなたにも自己止血できますよ！　～災害・緊急時に役立ちます～ 西村 裕子 15:55

Ｅ-7 2123 仙台医療センター リハビリ室における混雑をなくそう 森 亮介 16:10

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｆ-1 2024 飯塚病院 かえりたぁいんだから♪～治療が終わったらすぐに施設に戻りたい～ 後藤 裕美 14:40

Ｆ-2 2039 小倉記念病院 ハッピーウェルカムベル～呼び出しベルでイライラ解消～ 若山 貴久美 14:55

Ｆ-3 2054 敦賀病院 乳がん患者様がハッピー退院されるまで　～まいにち、指導～ 水上 麻子 15:10

Ｆ-4 2005 倉敷中央病院 待時間をぶっこわせ!!…多職種で力を合わせて待ち時間を短縮せよ 柚木 孝之 15:25

Ｆ-5 2072 マツダ病院 休日リハビリテーションにおける対象患者基準の見直し 髙田 淑未 15:40

Ｆ-6 2097 西岡病院 外来における予約患者のスムーズかつ確実な診療案内 高井 弘美 15:55

Ｆ-7 2104 高槻病院 分娩入院の患者に優雅なティータイムを提供しよう 内野 友里恵 16:10

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｇ-1 2016 成田赤十字病院 経腸栄養における排便トラブルの減少 川尻 美和 14:40

Ｇ-2 2101 六日市病院 内服自己管理の基準を作りたい～多職種連携による服薬支援プログラムの作成と運用～ 神田 えり子 14:55

Ｇ-3 2019 福井赤十字病院 外来看護師から地域へとつながるシステムをつくろう　～地域の医療・福祉スタッフへ情報発信！～ 清水 よし子 15:10

Ｇ-4 2065 トヨタ記念病院 当院における一般撮影の再撮影低減活動 谷口 慶太 15:25

Ｇ-5 2103 高槻病院 新生児の痛みの軽減を目指したケアを実践しよう 小柴 直美 15:40

Ｇ-6 2080 宇和島徳洲会病院 パールにきさいや 山口 賢治 15:55

セッションＥ 【審査基準Ｂ】 第1会場　「ホール」

E．安全の向上をめざすもの / 他

セッションＦ 【審査基準Ａ】 第2会場　「アイシアター」

F．患者サービス・患者満足度の向上をめざすもの

セッションＧ 【審査基準Ａ】 第3会場　「202会議室」

G．診断・治療・ケアの質の向上をめざすもの



Ｇ-7 2004 倉敷中央病院 日帰り心臓カテーテルを電子化へ 森田 佳奈 16:10

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｈ-1 2117 社会保険田川病院 田川病院における研修会開催作業の効率化 大西 貴也 14:40

Ｈ-2 2119 松波総合病院 大切なスタッフの力を最大限に　～外来リリーフ体制～ 野々垣 智子 14:55

Ｈ-3 2127 野江病院 申し送りを変えましょ～♪ 太田 祐実 15:10

Ｈ-4 2129 浦添総合病院 賞味期限間近の製剤の発生をなくす 大田 裕果 15:25

Ｈ-5 2137 愛媛大学附属病院 スタッフの片づけ意識の向上を目指そう 稲多 早苗 15:40

Ｈ-6 2014 伊勢赤十字病院 薬品請求伝票運用の見直し 小川 晃宏 15:55

Ｈ-7 2085 市立砺波総合病院 午後の生理検査件数を増やそう 山田 佳代子 16:10

セッションＨ 【審査基準Ｂ】 第4会場　「203会議室」

H．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｉ-1 2032 愛媛県立中央病院 6西そうしよう！創傷大作戦 福井 加菜美 16:30

Ｉ-2 2035 介護老人保健施設くにさき苑 通所サービスと情報交換を行おう！！　～顔が見える連携体制づくり～ 蔵本 和枝 16:45

Ｉ-3 2079 那須赤十字病院 放射線治療の活性化を目指して！！ 石﨑 充 17:00

Ｉ-4 2087 三朝温泉病院 障害陰影をなくそう 津川 大樹 17:15

Ｉ-5 2094 総合病院国保旭中央病院 しっかりやろうぜ！術前準備 幸保 ひかり 17:30

Ｉ-6 2107 寺岡記念病院 安心してください‼効果的な血糖管理してますよ‼ 小野田 美紀 17:45

Ｉ-7 2141 製鉄記念八幡病院 外来科学療法における治療開始（ポート穿刺）までの待ち時間の短縮　～待ち時間をなくして早く帰ろう～ 後藤 元子 18:00

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｊ-1 2058 さっぽろ香雪病院 在庫見える化　リハビリ科～目指せ　発注ミスゼロ! 金重 亜紀子 16:30

Ｊ-2 2093 総合病院国保旭中央病院 採り直し検体を少なくするには 関根 麻衣 16:45

Ｊ-3 2095 岩国市医療センター医師会病院 医療廃棄物を減らしてコストの削減を図る 對馬 真由美 17:00

Ｊ-4 2064 日生病院 本当のADLってどうなってんの?!～正確なADLを共有し時間の無駄を無くそう～ 松野 香織 17:15

Ｊ-5 2051 武蔵野赤十字病院 核医学検査の管理を見直そう 鷺池 真吾 17:30

Ｊ-6 2067 旭川医療センター 今年もきた！特定疾患の更新！～変身してやってきた～ 安藤 由佳 17:45

Ｊ-7 2083 市立砺波総合病院 ゴミ分別を正しく行おう 山村 恵 18:00

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｋ-1 2122 野江病院 リーダー業務をreformしよう 末安 美幸 16:30

Ｋ-2 2138 佐久総合病院 手術室のタオル使用枚数を減らそう！ 上原 真奈 16:45

Ｋ-3 2143 海老名総合病院 手術室各部屋の物品補充の標準化 生野 和人 17:00

Ｋ-4 2018 福井赤十字病院 事務部のパソコンと照明の消費電力を削減させる 吉岡 見悟 17:15

Ｋ-5 2089 竜操整形外科病院 必殺仕分け人　～それってほんとに返書ですか？～ 坪田 知恵 17:30

Ｋ-6 2068 日鋼記念病院 残業時間の削減 小林 潤平 17:45

セッションＩ 【審査基準Ｂ】 第2会場　「アイシアター」

I．診断・治療・ケアの質の向上をめざすもの

セッションＪ 【審査基準Ｂ】 第3会場　「202会議室」

J．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの

セッションＫ 【審査基準Ｂ】 第4会場　「203会議室」

K．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの



Ｋ-7 2096 岩国市医療センター医師会病院 計画書における算定漏れを減らそう 石村 将人 18:00



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｌ-1 2048 東葛クリニック病院 休暇ゲットだぜ！～ピンチはチャンス～ 續 倫子 9:00

Ｌ-2 2091 田宮病院 目指せ！定期払い出し業務の時間短縮！！～短縮した時間を他の業務へ活用したい～ 池田 萌 9:15

Ｌ-3 2061 徳島県立中央病院 24時間看護　口腔ｹｱはみんなを救う　つなぐ～口腔から全身へ　そしてわたしからあなたへ～ 枡田 栄子 9:30

Ｌ-4 2052 武蔵野赤十字病院 産科における輸血をスムーズに！ 佐藤 亜紀子 9:45

Ｌ-5 2057 さっぽろ香雪病院 作業苦!? まったく NO! パンク 西本 憲浩 10:00

Ｌ-6 2115 PL病院 皮膚科・形成外科の中材器械の管理～皮膚科・形成外科の中材器械の紛失をゼロにしよう！～ 垣畑 和美 10:15

Ｌ-7 2033 愛媛県立中央病院 生化学検査における検査時間の短縮 星衛 雄樹 10:30

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｍ-1 2013 伊勢赤十字病院 ゴーグル着用するなっしー 山口 拓也 9:00

Ｍ-2 2036 広域医療センター 術中皮膚トラブル減少 浅井 美香 9:15

Ｍ-3 2049 博愛会病院 患者さんのＡＤＬを把握しやすくしよう！ 渡邉 亮太 9:30

Ｍ-4 2053 敦賀病院 放射線防護具全頭検査 辻 拓郎 9:45

Ｍ-5 2071 トヨタ記念病院 チームで守ろう！重要ルート 今井 正樹 10:00

Ｍ-6 2077 北海道がんセンター 安心してください！　私たち、かけつけますよ 楢館 幸子 10:15

Ｍ-7 2007 倉敷中央病院 Check してTell…積極的な読影補助をめざして 香川 千晶 10:30

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｎ-1 2126 九州病院 CVA初療システムの構築 渡邊 春菜 9:00

Ｎ-2 2139 製鉄記念八幡病院 PDマスターになろう　～取り出しやすい物品環境を作ろう～ 鎗水 愛 9:15

Ｎ-3 2073 マツダ病院 外来がん患者サポート業務の構築 福長 豊己 9:30

Ｎ-4 2120 松波総合病院 手洗い大作戦 熊﨑 恵亮 9:45

Ｎ-5 2149 愛媛大学附属病院 材料部で取り扱う鋼製小物を適正に管理しよう 廣上 清子 10:00

M．安全の向上をめざすもの

セッションＬ 【審査基準Ｂ】 第1会場　「ホール」

L．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの

2日目：10月29日（土）

セッションＭ 【審査基準Ａ】 第2会場　「アイシアター」

セッションＮ 【審査基準Ｂ】 第3会場　「202会議室」

N．質管理システムの構築をめざすもの / 他



Ｎ-6 2034 益田地域医療センター医師会病院 絵本を読むことの習慣化　～絵本を好きになってもらおう　～ 藤井 梨絵 10:15

Ｎ-7 2144 ベルランド総合病院 堺市乳がん検診の受診者数増加に向けた取り組み 船井 一行 10:30

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｏ-1 2017 大原記念財団 入院生活に楽しみを ～体調不良時でも食欲が出る食事の工夫～ 星宮 幸菜 9:00

Ｏ-2 2026 日本鋼管福山病院 現状人数で仕事の効率化・均等化を目指す 羽原 美喜子 9:15

Ｏ-3 2029 富山市民病院 会計混雑時の自動精算機の利用率をあげよう 江部 なな恵 9:30

Ｏ-4 2030 市立三次中央病院
家族・病棟・リハビリ間で患者の体動についての情報共有状況の検討 ～情報共有ツール「シェア ウォッチ」
を導入して～

湯浅 美聖 9:45

Ｏ-5 2066 介護老人保健施設オアシス21 夏場において利用者の体重を減少させない！ 三上 久美子 10:00

Ｏ-6 2069 三重県立総合医療センター ログロール患者の食事環境の見直し 江川 あゆみ 10:15

Ｏ-7 2086 明和病院 院内の褥瘡発生率をさげる 竹末 陽子 10:30

セッションＯ 【審査基準Ｂ】 第4会場　「203会議室」

O．患者サービス・患者満足度の向上をめざすもの



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｐ-1 2042 水島中央病院 海外渡航ワクチンの対応時間短縮 猪木 雄也 12:50

Ｐ-2 2046 東北医科薬科大学病院 「安心してください、使ってますよ」～おいしくバージョンアップ！！非常食～ 阿部 晃子 13:05

Ｐ-3 2063 佐藤第一病院 ワークシェアリングのすゝめ　～つながる、つなげるワーク～ 赤田 美由紀 13:20

Ｐ-4 2020 福井赤十字病院 新設アイセンターにおける白内障手術の運用方法を検討する～白内障手術の時間外件数を減少させる～ 山内 保奈美 13:35

Ｐ-5 2031 愛媛県立中央病院 勤務開始前に行うカルテからの情報収集時間の短縮 岡本 奈美 13:50

Ｐ-6 2088 竜操整形外科病院 薬剤の確認処理の簡素化　～めざせ☆断捨離！～ 大山 紗帆美 14:05

Ｐ-7 2084 市立砺波総合病院 あなたも私も楽チンよ　消耗品請求リストの変更　導入期編 白江 宏美 14:20

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｑ-1 2050 博愛会病院 電子カルテ・検査システム等のトラブル発生時の対応方法を確立しよう 松井 智美 12:50

Ｑ-2 2056 敦賀病院 チームの輪を膨らまそう！ 土田 尚治 13:05

Ｑ-3 2011 倉敷リバーサイド病院 看護はベットサイドにあり！！ 三宅 友子 13:20

Ｑ-4 2060 名古屋セントラル病院 透視室の定数器材の会計手入力を無くそう 鈴木 智明 13:35

Ｑ-5 2021 福井赤十字病院 ベビーセンターの物品整理を行い、作業効率を上げる～入院事前準備に要する時間削減～ 浅井 恵美子 13:50

Ｑ-6 2140 浅ノ川総合病院 フラッシュ用生理食塩水の不足をなくそう！ 北川 寛章 14:05

Ｑ-7 2006 倉敷中央病院 人生がきらめく残薬整理の方法 魚住 菜月 14:20

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｒ-1 2121 仙台医療センター 挿管チューブ管理におけるレベル２以上のインシデントを起こさない 二階堂 奈美 12:50

Ｒ-2 2136 金沢脳神経外科病院 休日リハビリの申し送り表を見直そう！ 納谷 恵美子 13:05

Ｒ-3 2148 那覇市立病院 ＮＩＣＵ災害シミュレーションにおける 役割遂行率の上昇 山里 春華 13:20

Ｒ-4 2109 厚生連高岡病院 NICU入院時の記入書類にかかる時間を短縮しよう 桐 好恵 13:35

Ｒ-5 2134 竜操整形外科病院 受付～会計終了までの時間を短くしよう　～部署間の連携業務の見直し～ 丸尾 淑江 13:50

Ｒ-6 2090 田宮病院 書きづらいなんて言わせない～インシデントレポート バージョンアップ～ 小嶋 絢子 14:05

セッションＰ 【審査基準Ｂ】 第1会場　「ホール」

P．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの

セッションＱ 【審査基準Ａ】 第2会場　「アイシアター」

Q．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの / 他

セッションＲ 【審査基準Ｂ】 第3会場　「202会議室」

R．安全の向上をめざすもの / 他



Ｒ-7 2100 松波総合病院 依頼後の管理をしっかり行おう 松岡 祐也 14:20

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｓ-1 2145 福岡徳洲会病院 医療ソーシャルワーカーのカエル運動の実践～超過勤務時間率の減少を試みて～ 植松 千晴 12:50

Ｓ-2 2010 倉敷中央病院 5Sで変わる職場環境 三宅 操 13:05

Ｓ-3 2044 市立長浜病院 休み前の患者リハビリ依頼をスムーズにする　～依頼業務にかかる時間の短縮～ 西村 圭二 13:20

Ｓ-4 2070 岐阜赤十字病院 書類が整理できない 小柳 葉子 13:35

Ｓ-5 2055 敦賀病院 当院における情報共有に向けた取り組み～検査室だよりはじめました～ 寺島 美佳子 13:50

Ｓ-6 2075 宮本病院 事務所の職場環境改善について 豊嶋 彩香 14:05

Ｓ-7 2092 福井循環器病院 救急カート点検時間を短縮し、急変時に対応しやすい救急カートにしよう！ 小林 愛実 14:20

セッションＳ 【審査基準Ａ】 第4会場　「203会議室」

S．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｔ-1 2078 北海道がんセンター 助手さん、安心してください！！ 栗山 陽子 14:50

Ｔ-2 2082 寺岡記念病院 安心してください　大丈夫ですよっ 桒田 真奈美 15:05

Ｔ-3 2008 倉敷中央病院 安心・安全・スマイル全開　…いざという時、自信を持って行動するために 石井 雄也 15:20

Ｔ-4 2041 飯塚病院 プレイルーム活用計画～病気だって遊びたいもん！！～ 島田 啓太 15:35

Ｔ-5 2112 中頭病院 チェストチューブ関連インシデント　ゼロ作戦 徳元 優美 15:50

Ｔ-6 2098 大阪市立大学医学部附属病院 肝臓病教室から肝炎デーへ　～バージョンアップの試み～ 中田 海里 16:05

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｕ-1 2124 特別養護老人ホーム　ケアポート板橋 介護現場における褥瘡発生及び再発件数の軽減 内藤 友理子 14:50

Ｕ-2 2106 ケアプランセンター宝塚あいわ苑 支援者ネットワークを強化しよう ～在宅限界とは言わせない～ 元木 美千代 15:05

Ｕ-3 2110 岐阜赤十字病院 外来の未収金管理を徹底し、未収金を減らそう 奥田 哲也 15:20

Ｕ-4 2003 倉敷中央病院 NSTにかけなくて委員会 幸尻 雄基 15:35

Ｕ-5 2012 倉敷リバーサイド病院 Hop!Step!Jumping！…災害対策！備えあれば憂いなし 杉田 祐子 15:50

Ｕ-6 2150 マツダ病院 院内イントラトップページ検索性改善とコンテンツ充実による業務効率化 髙下 篤彦 16:05

U．質管理システムの構築をめざすもの / 他

セッションＴ 【審査基準Ａ】 第2会場　「アイシアター」

T．安全の向上をめざすもの / 他

セッションＵ 【審査基準Ａ】 第3会場　「202会議室」


