
№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ａ-1 9 愛媛県立中央病院 手術チームにおける統一した安全確認の遵守 樋野 洋一郎 13:25

Ａ-2 15 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター やるなら今でしょ　　アクションカードで防災訓練 植杉 みゆき 13:40

Ａ-3 41 市立長浜病院 あたりまえ～♪あたりまえ～♪あたりまえ感染予防 中川 兼冶 13:55

Ａ-4 51 マツダ株式会社　マツダ病院 耐性菌から患者を守ろう 安原 昌宏 14:10

Ａ-5 56 特定医療法人博愛会　介護老人保健施設　あいかわ
ご利用者の安全・安心な利用環境を目指そう！
～転倒の危険が少ない環境を整え、喜ばれるサービスを提供するために～

古川 公美 14:25

Ａ-6 68 社会医療法人愛仁会　千船病院 火災発生時安全に避難できますか？ 森川 亜希子 14:40

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｂ-1 34 東海旅客鉄道株式会社　名古屋セントラル病院 造影時の副作用出現時、統一した対応ができるようにしよう 山内 亮輔 13:25

Ｂ-2 44
一般財団法人福岡県社会保険医療協会
社会保険田川病院

術中看護記録の見直し～え？？書いてなかったの～？～ 大迫 美奈恵 13:40

Ｂ-3 52 公益社団法人鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院 ＴＫＡ側面再撮影を減らそう！ 中山 英俊 13:55

Ｂ-4 73 市立砺波総合病院 もう迷わない！ソフトドレーン固定でがっちり！ 古田 智子 14:10

Ｂ-5 82 特定医療法人　竜操整形外科病院 回復期リハビリテ－ション病棟における離床促進 船曳 睦子 14:25

Ｂ-6 144 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 張らせるな妊婦の腹を張らせるな～妊婦診察時間の短縮～ 石森 綾 14:40

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｃ-1 69 医療法人蒼龍会　井上病院 透析準備作業時のミスをなくす 古樫 郁子 13:25

Ｃ-2 76 石巻赤十字病院 HOTの見える化と適正運用に向けて 髙橋 和幹 13:40

Ｃ-3 78 武蔵野赤十字病院 ５S活動からQC活動へ　　　臨時処方業務KAIZEN 筒井 裕子 13:55

Ｃ-4 88 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院 時間外を減らして早くおうちへ帰ろう　～ＰＮＳを導入した評価～ 萩野 しのぶ 14:10

Ｃ-5 92 伊勢赤十字病院 医事請求精度の向上・標準化 竹野 祐輔 14:25

Ｃ-6 50 東北薬科大学病院 退院から２週間を超えるカルテは、これ以上増やしませんヨ 中鉢 彩花 14:40

1日目：11月14日（金）

第16回フォーラム「医療の改善活動」全国大会in福井　セッション一覧表

セッションＡ 【審査基準Ａ】

２．安全の向上をめざすもの

セッションＢ 【審査基準Ｂ】

１．診断・治療・ケアの質の向上をめざすもの

セッションＣ 【審査基準Ａ・Ｃ】

４．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの

第2会場

第3会場

第1会場



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｄ-1 97 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター 時間をかけずに棚おろし 相馬 美貴子 13:25

Ｄ-2 101 医療法人　埼玉成恵会病院 予製の見直しをしよう～予製不足ゼロをめざして～ 竹内 一浩 13:40

Ｄ-3 108 敦賀市立　敦賀病院 種まきから始める地域連携 柴原 美佐恵 13:55

Ｄ-4 123 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 残業のストレスを減らそう！ 浜道 賀寿美 14:10

Ｄ-5 129 富山市立　富山市民病院 無駄なマスクを減らそう 山本 あゆみ 14:25

Ｄ-6 134 福井赤十字病院 Ａ病院における呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動について 原田 幸枝 14:40

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｅ-1 17 愛媛県立中央病院 いたいの　いたいのとんでけ～☆ 越智 みゆき 16:45

Ｅ-2 18 総合病院　国保旭中央病院 ～リニューアル～ 自立に繋がる排泄表を作ろう 飯田 真弓 17:00

Ｅ-3 32 医療法人崇徳会　田宮病院 はみがきじょうずかな？～口腔ケアの見直し～ 猪俣 博子 17:15

Ｅ-4 35 医療法人喬成会　花川病院 「おしりにもスキンケアを」～もも尻目指そう～ 成田 寛乃 17:30

Ｅ-5 94 社会医療法人生長会　府中病院 化学療法の知識を深めよう！ 角本 久美子 17:45

Ｅ-6 110 敦賀市立　敦賀病院 外来業務の効率化 澤田 樹佳 18:00

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｆ-1 54 医療法人宝生会　PL病院 窓口対応をわかりやすくしよう！ 依田 賢太 16:45

Ｆ-2 81 社会医療法人恵仁会　ケイジン健康運動センター 光熱費をダイエット 佐々木 速人 17:00

Ｆ-3 83 特定医療法人博愛会　博愛会病院 一般撮影方法のバラツキを無くした画像を提供しよう 嶋田 由利子 17:15

Ｆ-4 85 独立行政法人地域医療機能推進機構　北海道病院
じぇじぇ！（｀ｊｊ´）　かみモソ登場！やるなら、今でしょ！
－紙に視点をあてた経費節約とエコを考えた取り組み－

瀧川 純輝 17:30

Ｆ-5 29
札幌市豊平区第3地域包括支援センター
（社会医療法人恵和会）

訪問時を中心とした災害への備え 千田 晃禎 17:45

Ｆ-6 141 福井赤十字病院 影響レベル３ｂ以上の転倒転落事案の低減 橋本 真弓 18:00

１．診断・治療・ケアの質の向上をめざすもの

セッションＤ 【審査基準Ａ・Ｃ】

４．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Ｅ 【審査基準Ａ】

第4会場

セッションＦ 【審査基準Ｂ】

４．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの他

第2会場

第3会場



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｇ-1 138 福井赤十字病院 集中治療室看護師の時間外勤務を減少させる 中野 敦子 16:45

Ｇ-2 146 社会医療法人敬愛会　中頭病院 勤怠処理業務の効率化に向けて 浜比嘉 紗綾 17:00

Ｇ-3 91 宇和島徳洲会病院 二人の母のための我儘な子供達による中材改革 野中 昌和 17:15

Ｇ-4 93 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院 RSTラウンドの運営方法の見直し 大山 浩樹 17:30

Ｇ-5 102 医療法人　埼玉成恵会病院 通所リハビリの新規利用者を獲得しよう！ 三浦 慶彦 17:45

Ｇ-6 45 医療法人尚腎会　高知高須病院 各種届出における運用方法の統一化と周知への取組み 野島 真弓 18:00

セッションＧ 【審査基準Ａ・Ｃ】

４．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの他

第4会場



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｈ-1 71 社会医療法人石州会 患者様が安全に食事をする為の方法を統一する 堀尾 弥生 8:45

Ｈ-2 113 トヨタ自動車(株)　トヨタ記念病院 Don’t　stop 弾性ストッキング着用　～弾性ストッキング着用の標準化を目指して～ 橋本 麻美 9:00

Ｈ-3 124 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 転倒転落を減らそう！！ 立花 茜 9:15

Ｈ-4 12 独立行政法人労働者健康福祉機構　山陰労災病院 安全穿刺を目指して～穿刺カート作成～ 足立 優子 9:30

Ｈ-5 43 富山県済生会　富山病院 災害発生時に避難しやすくしよう！ 古澤 祐介 9:45

Ｈ-6 87 地方独立行政法人　那覇市立病院 地震発生！その時あなたはどう動く 仲尾 貴子 10:00

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｉ-1 46 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター 下部内視鏡の前処置は、何処でするの？「うちでしょ」 橋口 いづみ 8:45

Ｉ-2 48 (株)麻生　飯塚病院 受診者の皆様の不安をなくす 越智 美紀 9:00

Ｉ-3 55 医療法人宝生会　PL病院 外来待ち時間に関する問題を解決しよう 岡田 七栄 9:15

Ｉ-4 63 松江赤十字病院 患者にわかりやすく案内しよう～迷宮に迷い込んだ高齢者救出～ 菊地 裕美 9:30

Ｉ-5 112 群馬県済生会　前橋病院 踊る大指導箋 THE QC2 集団指導を拡大せよ！ 宮崎 純一 9:45

Ｉ-6 120 長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院 いつでもＫＩＳＳができる口にしよう！ 鈴木 智子 10:00

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｊ-1 23
公益社団法人益田市医師会立
益田地域医療センター医師会病院

「ドックでの栄養相談の充実」～外来栄養指導へつなげる体制づくり～ 中島 千加子 8:45

Ｊ-2 119 福井循環器病院 申し送りを短縮し、早くベッドサイドへいこう 田中 美由紀 9:00

Ｊ-3 47 (株)麻生　飯塚病院
安心の絆 in 外来化学療法室　The smile saves all
～わたしたちも、ベッドサイドに行きたい。あなたの笑顔が見たいから･･･～

馬場 麻規子 9:15

Ｊ-4 72 市立砺波総合病院 アクションカードを使って避難訓練をしよう！ 廣瀬 有希子 9:30

Ｊ-5 11 社会医療法人水和会　水島中央病院 総合受付における患者満足度の向上 山本 雄三 9:45

Ｊ-6 147 医療法人社団健育会　ひまわり在宅サポートグループ 「被災地に暮らす住民の機能維持向上」～生活不活発予防・改善を目指して～ 佐々木 寿 10:00

セッションＨ 【審査基準Ａ】

２．安全の向上をめざすもの

セッションＩ 【審査基準Ｂ】

３．患者サービス・患者満足度の向上をめざすもの他

セッションＪ  【審査基準Ｂ】

Ⅱ．課題達成型

第1会場

2日目：11月15日（土）

第2会場

第3会場



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｋ-1 111 群馬県済生会　前橋病院 電気使用量の削減 鍛治原 麻弓 8:45

Ｋ-2 133 福井赤十字病院
ＮＳＴラウンドに対する病棟スタッフの負担感を軽減する
～ＮＳＴラウンドの雰囲気の改善と全般的な不安の軽減を目指して～

青山 涼一 9:00

Ｋ-3 142 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 記録サクサク業務スッキリ～時間内に記録を終わらせよう～ 小倉 美緒 9:15

Ｋ-4 90 医療法人社団五風会　さっぽろ香雪病院 物品管理方法　～開放病棟編～ 加藤 仁 9:30

Ｋ-5 84 独立行政法人地域医療機能推進機構　北海道病院 ボランティアの受け入れ体制と活動内容の見直し 佐々木 直哉 9:45

Ｋ-6 33 成田赤十字病院 内用・外用薬における最適在庫の構築 花岡 峻輔 10:00

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｌ-1 5 医療法人社団　日本鋼管福山病院 厨房からの食物アレルギー情報問い合わせ件数０をめざして 楠本 光子 10:25

Ｌ-2 26 伊勢赤十字病院 大事な検体まもるモン!! 髙部 江美 10:40

Ｌ-3 64 特定医療法人博愛会　博愛会病院 移乗時の表皮剥離を減らそう～リハビリテーション科から病棟への展開～ 太田 賢司 10:55

Ｌ-4 74 市立砺波総合病院 無駄鳴りアラームを減らそう！ 山本 舞 11:10

Ｌ-5 118 福井循環器病院 内服薬の管理方法を改善し、飲み忘れをなくそう 佐藤 美保子 11:25

Ｌ-6 126 公益財団法人小倉医療協会　三萩野病院 適切にピクトグラムを活用しよう！ 米田 恵美 11:40

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｍ-1 96 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター みんなが楽しめるイベントをしよう！！ 金森 さゆり 10:25

Ｍ-2 103 医療法人盡誠会　宮本病院 ～季節の料理を召し上がれ～行事食の改善と充実 黒田 百代 10:40

Ｍ-3 109 敦賀市立　敦賀病院 ヨガでお・も・て・な・し 田邊 奈緒子 10:55

Ｍ-4 3
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
海老名総合病院

本館2階病棟に入院中のリハビリテーション対象患者さんにおけるスケジュール再調整時間の短縮 星倉 裕文 11:10

Ｍ-5 38 財団法人平成紫川会　小倉記念病院 新術衣作成プロジェクト～隠せパンツ！守れ安全！～ 松井 美由希 11:25

Ｍ-6 60 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 The Happiness 待ち時間 福島 さやか 11:40

セッションＫ 【審査基準Ｂ】

４．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Ｌ 【審査基準Ｂ】

２．安全の向上をめざすもの

セッションＭ 【審査基準Ａ】

３．患者サービス・患者満足度の向上をめざすもの

第1会場

第2会場

第4会場



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｎ-1 80
一般社団法人岩国市医師会
岩国市医療センター医師会病院

フットケアを始めよう！～透析部署のフットケア業務構築を目指して～ 川崎 寿郎 10:25

Ｎ-2 95 特定医療法人明徳会　佐藤第一病院 外来患者フォロー体制の確立 小野 智子 10:40

Ｎ-3 24
公益社団法人益田市医師会立
益田地域医療センター医師会病院

「婦人科検査の効率化」 吉松 千尋 10:55

Ｎ-4 6 医療法人社団　日本鋼管福山病院 退院日を過ぎた内服処方を修正して薬剤料の持ち出しを減らそう 岡本 昌紀 11:10

Ｎ-5 89 医療法人社団五風会　さっぽろ香雪病院 じぇじぇじぇ！？個人計画表が活用されていないよ！？～今までのあまちゃんな気持ちを改革しよう～ 泉 順之 11:25

Ｎ-6 21 医療法人尚腎会　高知高須病院 出張手配業務の効率化について 中平 仁史 11:40

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｏ-1 99 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 後発医薬品への移行によって得られた薬剤管理上の改善効果と経済効果 室宮 智彦 10:25

Ｏ-2 105 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院 おむつ交換用カートを清潔に使用し、環境整備を充実させる 日高 愛 10:40

Ｏ-3 128 公益財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院 輸血業務の再構築　～輸血準備の迅速化～ 山崎 勝巳 10:55

Ｏ-4 42 石巻赤十字病院 一般撮影で使用される装置備品の保守・点検 長本 圭佑 11:10

Ｏ-5 145 福井赤十字病院 部内ネットワークを利用した情報共有と「始業･終業点検簿」の改善 二口 亮 11:25

Ｏ-6 115 医療法人尚腎会　高知高須病院 退院サマリーの2週間以内完成率100％目指して 市川 佳代 11:40

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｐ-1 125 愛媛大学医学部附属病院
安全・安楽に放射線治療を受けるための体圧分散寝具導入に向けた取り組み
～子宮腔内照射に着目して～

杉本 はるみ 12:55

Ｐ-2 104 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院 疑義照会の件数を減らそう　～洗練された疑義照会を目指して～ 船戸 元子 13:10

Ｐ-3 116 石川県済生会金沢病院 嚥下障害者へ適切な食事を提供しよう 磯部 史佳 13:25

Ｐ-4 16 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 家族待機室　美フォーアフター 植杉 みゆき 13:40

Ｐ-5 4
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
海老名総合病院

総合採血コーナー待ち時間の短縮 菅原 翼 13:55

Ｐ-6 137 福井赤十字病院 パスを活用した臨床指標による慢性心不全診療イノベーション 吉田 博之 14:10

１．診断・治療・ケアの質の向上をめざすもの他

セッションＮ 【審査基準Ｂ・Ｃ】

４．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Ｐ 【審査基準Ａ】

第3会場

第4会場

第1会場

Ⅱ．課題達成型

セッションＯ 【審査基準Ａ・Ｃ】



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｑ-1 61 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 駐輪場の混雑緩和対策～来院者と職員がともに気持ち良く利用できる駐輪場へ 大森 広志 12:55

Ｑ-２ 86
社会医療法人蘇西厚生会
松波総合病院介護老人保健施設

接遇・尊厳改革を目指して　～職員の接遇スキルを上げよう～ 岩田 ゆう子 13:10

Ｑ-3 106 地方独立行政法人　那覇市立病院 患者・職員のための給食革命 仲座 道子 13:25

Ｑ-4 135 福井赤十字病院 職員の意識を変える接遇推進活動 真鍋 照美 13:40

Ｑ-5 1 葛飾赤十字産院 帝王切開手術時の器械類変更による業務の効率化 鈴木 晴香 13:55

Ｑ-6 14 公益財団法人日本生命済生会付属　日生病院
その手続きいつやるの？今でしょ！いつでもサクサク調べて、スイスイ完了(^^♪
～スムーズかつ正確な事務手続きを目指して～

黒田 明子 14:10

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｒ-1 19 総合病院　国保旭中央病院 清拭やコストに対する意識に介入し、スキンケア用品の在庫削減に取り組む。在庫を減らし整理整頓する 伊藤 成美 12:55

Ｒ-2 20 社会医療法人敬愛会　中頭病院 手術室における、薬剤セット補充時間短縮と、安全対策への取り組み 砂川 芽衣 13:10

Ｒ-3 27 愛媛県立中央病院 照射赤血球-LR「日赤」(以下RＢC)における廃棄率の低減 野間 保喜 13:25

Ｒ-4 30 石巻赤十字病院 書類届出に感じる不便や疑問をなくそう 真山 恵介 13:40

Ｒ-5 36 医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院 薬局大改造！！劇的ビフォーアフター 疋田 康 13:55

Ｒ-6 31 医療法人尚腎会　高知高須病院 透析患者送迎車両運行費用の抑制 中島 政司 14:10

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｓ-1 139 福井赤十字病院 手術室における使用物品のコスト記入漏れの削減について 木村 有希 12:55

Ｓ-2 130 一般財団法人　大原綜合病院 脱タコツボ、見直そうチーム医療　～シェアリングシートを生かして～ 遠藤 祥子 13:10

Ｓ-3 13 葛飾赤十字産院 NICUにおける作業しやすい環境づくりへの取り組みとその成果 酒見 みのり 13:25

Ｓ-4 2
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
海老名総合病院

既存の手術材料データの活用方法を工夫し、材料請求漏れチェック機能を構築する 小泉 祥平 13:40

Ｓ-5 98 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 ユニバーサル外来の誕生 橋本 可菜実 13:55

Ｓ-6 62 医療法人尚腎会　高知高須病院 ＰＣ周辺環境における５Ｓ活動の取組み　～その後～ 酒井 秀和 14:10

セッションＱ 【審査基準Ａ】 第2会場

第3会場

第4会場

３．患者サービス・患者満足度の向上をめざすもの他

セッションＲ 【審査基準Ａ・Ｃ】

４．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Ｓ 【審査基準Ａ・Ｃ】

４．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

Ｔ-1 37 伊勢赤十字病院
生理検査業務を見直そう！
～柔軟な対応ができる生理検査室をめざして。その先にある、医師、患者のために～

井谷 奈央 14:35

Ｔ-2 70 社会医療法人愛仁会　介護老人保健施設ケーアイ 担当看護・介護職員にわかるようなリハビリテーションの記録にしよう 森脇 啓司 14:50

Ｔ-3 75 武蔵野赤十字病院 産科外来待ち時間対策 桂木 美江 15:05

Ｔ-4 77 三次市　市立三次中央病院 お待たせしねぇぜぇ、すぐ撮るぜぇ～ 赤木 幹男 15:20

Ｔ-5 107 岐阜赤十字病院 初再診受付業務の改善 高橋 敬明 15:35

Ｔ-6 49 医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター　金沢循環器病院 患者さまの負担を軽減したい（検査前絶食率削減の試み） 安原 香織 15:50

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｕ-1 140 福井赤十字病院 患者さんのフルネーム確認を徹底させる 片岡 優美子 14:35

Ｕ-2 143 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 救命救急センターにおける注射インシデントを減らす!! 髙橋 ひとみ 14:50

Ｕ-3 8 社会医療法人母恋　　日鋼記念病院 電気使用量の削減 古道 美奈子 15:05

Ｕ-4 10 益田赤十字病院 「できるかな？」　　～省エネにおける重油使用量の削減～ 新田 晋士 15:20

Ｕ-5 25 松江赤十字病院 目指せ！定数薬品チェックの時間短縮！ 土井 朱 15:35

Ｕ-6 53 医療法人宝生会　PL病院 感染性医療廃棄物を減らそう！ 坂野 はるか 15:50

№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｖ-1 67 医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院 注射用水のムダ使いをなくそう！ 安根 直美 14:35

Ｖ-2 40 市立長浜病院 消化器検査出し準備OK～統一化、簡素化をめざして 村上 純子 14:50

Ｖ-3 58 地方独立行政法人　那覇市立病院 母乳・ミルクの分注作業時間の短縮 池田 昌子 15:05

Ｖ-4 59 新潟市民病院 返却薬放置　ダメ！絶対　　～戻ってきた薬を放置するのは止めよう！～ 坂井 孝行 15:20

Ｖ-5 66 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 検体検査業務におけるチェックもれをなくそう！～全到着・未到着・未検査チェック～ 渡久地 英里 15:35

Ｖ-6 39 大阪市立大学医学部附属病院 美しき除菌隊(第二章) 大窪 恵子 15:50

Ｖ-7 22 医療法人尚腎会　高知高須病院 守衛室で保管する鍵の運用について 小島 昇平 16:05

３．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Ｕ 【審査基準Ｂ】

４．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Ｖ 【審査基準Ａ・Ｃ】

４．無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの

第3会場

第1会場

第2会場

セッションＴ 【審査基準Ａ】



№ 演題受付番号 病院名 演題名 発表者名 開始予定

Ｗ-1 114 雲南市立病院 オプション検査の利用を増やそう　～もっと皆の健康のために勧めたい！！～ 松浦 秋湖 14:35

Ｗ-2 122 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 もう１６時半です！ 福田 恵理子 14:50

Ｗ-3 65 石巻赤十字病院 ～インフォメーションへのアポイント情報を収集、活用し円滑に業務を行う～ 中川 彰人 15:05

Ｗ-4 100 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 コールセンターで外来予約をスムーズに行うために 寺尾 美樹 15:20

Ｗ-5 136 福井赤十字病院 院内病児保育の充実に向けた取組みについて 森岡 恵代 15:35

Ｗ-6 79
一般社団法人岩国市医師会
岩国市医療センター医師会病院

コンチネンスケアでQOLを高めよう 大西 美代子 15:50

Ｗ-7 28 医療法人尚腎会　高知高須病院 病院給食増にともなう外来透析給食中止の効果と影響 山中 理司 16:05

６．その他の改善活動

セッションＷ 【審査基準Ａ・Ｃ】 第4会場


