
　審査基準=A　総合的な評価

　審査基準=B　改善の手順を重視した評価

登録演題 病院・施設名 演題名

A-1 2058 熱田リハビリテーション病院 チームで行う退院支援～在宅復帰支援シートによる目標設定～ 小林 沙織

A-2 2094 敦賀病院 安心届け隊～退院後訪問で笑顔溢れる在宅療養～ 宮本 望

A-3 2067 製鉄記念八幡病院 受け持ち看護師による退院オリエンテーション実施率改善 松本 結華

A-4 2100 六日市病院 体位変換実施率80％目指す隊 住田 綾香

A-5 2020 愛仁会リハビリテーション病院 できるFIMの更衣動作を実施しよう～自分で更衣をすることによって その人らしい生活を～ 下地 夏美

A-6 2040 花川病院 病棟生活におけるＦＩＭ向上を目指して 野尻 晴加

B-1 2085 野江病院 ママと赤ちゃんに待ったなし！！！～緊急帝王切開手術の早期受け入れを目指して～ 宮﨑 智代

B-2 2086 竜操整形外科病院 払い出し業務におけるセッシの管理方法の見直し　～実態を暴け！闇管理の見える化を図る ～ 妹尾 拓也

B-3 2089 武蔵野赤十字病院 退院支援の情報集まれ! 西村 由紀

B-4 2141 石川島記念病院 医事-薬剤科使用薬剤突き合わせ作業における薬剤使用差異原因の追究 佐久間 尚子

B-5 2103 厚生連高岡病院 リハビリテーション部門における枕カバーの確実な定時交換の実施 笹谷 勇太

B-6 2013 愛媛県立中央病院 インシデントZEROを目指して！ 渡部 佳寿雄

C-1 2005 日生病院 YMW（読みやすく、見やすく、分かりやすく）を目指して～ドック受診者様への事前発送書類の見直し～ 髙野 麻里

C-2 2011 愛媛県立中央病院 リハビリテーション部における患者満足度の向上 青木 卓也

C-3 2014 岐阜赤十字病院 忘れもの０を目指して 早野 友望

C-4 2134 三萩野病院 減塩食への不満の声を低減 畠山 和美

C-5 2028 岩国市医療センター医師会病院 ＭＲＩ検査前の不安を解消しよう！！ 白濱 亜紀子

C-6 2037 市立三次中央病院 MRI検査における患者満足度の向上 井上 大介

D-1 2017 宮本病院 嵐を呼ぶ!!?ゼロから始める透析リハ「透析患者を転倒から守れ!」 増田 優太朗

D-2 2019 高槻病院 食べたくなる嚥下調整食にしよう 中田 佳那

D-3 2029 市立三次中央病院 患者の家族とリハビリ状況の情報共有　～情報共有ツール「新・シェア ウォッチ」を導入して～ 湯浅 美聖

D-4 2038 西岡病院 排泄後のにおいを残さない 天谷 美佐子

D-5 2075 松江赤十字病院 患者に分かりやすい外来受付を目指して 松本 恵子

D-6 2024 旭川医療センター 受付で右往左往を減らそう。 越智 隆浩

E-1 2044 三重県立総合医療センター 中央処置室の待ち時間を減らす 小川 かほる

E-2 2084 トヨタ記念病院 選ばれる健診センターを目指して（胃部Ｘ線検査の待ち時間を減らそう） 高橋 志織

E-3 2114 県立広島病院 MRI予約患者における検査時間の短縮 桒田 博正

E-4 2026 姫路赤十字病院 中央採血室における採血待ち時間の短縮 松井 隆

E-5 2051 福井赤十字病院 消化器センターとして病棟間の連携を図る　第一報　～夜勤帯における協力体制の導入～ 谷口 あゆ美

E-6 2064 松波総合病院 パスポートでNYへ！！ 栗本 真由

F-1 2031 田宮病院 拭いてますか？拭いてますよ！～感染対策への取り組み～ 大関 充

F-2 2018 石巻健育会病院 療養病院における手指衛生遵守率の向上 相澤 希

F-3 2065 松波総合病院 健康管理室から発信！スピーディーな安針キット 北山 梨恵

F-4 2016 仙台医療センター 転倒転落防止管理におけるインシデントレベル2以上を起こさない 三浦 和佳子

F-5 2055 PL病院 ラテックスアレルギー疑いの患者への対応に不安をなくそう！～患者に安全な手術を提供するために～ 田中 幸代

F-6 2128 三朝温泉病院 放射線技師の防護の最適化を目指そう 中松 祐輔

G-1 2042 倉敷中央病院 搬送業務拡大中 黒田 宏幸

G-2 2023 小倉記念病院 仕事時間削減プロジェクトＸ　～オリエンテーション革命～ 桐村 大地

G-3 2108 熱田リハビリテーション病院 残業減少への道～効率的で質の高い看護・介護を目指して～ 岡西 友香

G-4 2072 マツダ病院 入院患者の栄養食事指導実施率のアップ 浴 有美子

G-5 2002 飯塚病院 ベッドサイドから離れません！～あなたを看ているから～ 川上 真希子

G-6 2078 出水郡医師会立第二病院 コスト意識を高めよう～質の高い排泄ケアを提供しながらコスト削減を目指そう～ 林 克己
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登録演題 病院・施設名 演題名

H-1 2104 金沢脳神経外科病院 手術室における日切れ点検作業の手間を減らそう 玄海 慈子

H-2 2101 佐久総合病院 ピッキング時間を減らそう！ 小林 幸恵

H-3 2073 谷山病院 水道光熱費を削減しよう 常田 満

H-4 2118 富山市民病院 事務局でのコピー用紙の使用量を削減しよう 宮田 かなえ

H-5 2004 中頭病院 病院移転に伴う業務環境の変更～電話件数の減少を目指して～ 砂川 芽衣

H-6 2102 雲南市立病院 未報告検査の削減 土江 知代

I-1 2006 伊勢赤十字病院 感染予防を徹底しよう！　第２章　～他職種への働きかけ～ マシューズ香緒

I-2 2036 井上病院 血液透析終了時の血液飛散をなくそう 小川 綾子

I-3 2127 阪南中央病院 2階部門の衝突事故ゼロプラン 櫻井 晴美

I-4 2137 武蔵野赤十字病院 災害時の行動を…はっきりさせて、確実に！！！ 井上 奈津子

I-5 2122 徳島県立中央病院 安心・安全な薬剤投与を目指して 大西 紀維

I-6 2132 浦添総合病院 転倒件数を減らしたい 上原 千絵美

J-1 2053 福井赤十字病院 手術室における医療器材の破損物品件数の削減 横山 優貴

J-2 2107 成田赤十字病院 小児科病棟における中止破損薬剤件数の低減 古野 誠

J-3 2059 北海道がんセンター 定数注射薬における超過勤務とストレスの撲滅 正木 あゆみ

J-4 2068 老人保健施設母恋 おむつ使用料のコスト削減 佐々木 悠佑

J-5 2143 広域医療センター 器械セットの見直し～外科使用器械の効率化を目指して～ 青木 ゆかり

J-6 2009 愛媛県立中央病院 12階西病棟の退院時看護要約における記載率100％を目指して 日野 麻衣

K-1 2057 福井循環器病院 先取り看護でナースコールを減らそう！ 吉村 茉緒

K-2 2039 大原綜合病院 福島を救おう！　減塩プロジェクト 渡辺 麻菜美

K-3 2081 東葛クリニック病院 皮膚に優しく安全な 透析回路の固定をしよう 伊代野 沙織

K-4 2030 明和病院 ストーマケア早期の自立にむけて 南 知枝

K-5 2093 敦賀病院 腹膜透析外来始めました。～時々入院、ほとんど外来～ 小堀 裕子

K-6 2117 製鉄記念八幡病院 ADL評価尺度の採点精度向上を目指して 中野 裕也

L-1 2123 総合病院国保旭中央病院 周術期における循環器疾患スクリーニングを適正化しよう 鈴木 洋輝

L-2 2007 伊勢赤十字病院 CT検査で必要な画像処理のスキルアップをしよう 幕谷 幸弘

L-3 2087 竜操整形外科病院 病棟看護師・リハビリスタッフ間での患者様の状態把握のズレ　～患者様の状態について確認作業の効率化を図ろう～ 上野 隆一

L-4 2060 トヨタ記念病院 せん妄軽減を目指して　～今私たちができる事～ 中村 亜由美

L-5 2110 府中病院 みんなで取り組む がん化学療法 安田 光都子

L-6 2082 大阪市立大学医学部附属病院 ドンと来い！どんな入院患者も受け入れまっせ。 池田 佳世子

M-1 2043 倉敷中央病院 薬処方モレ対策プロジェクト～きっちり処方で無駄な待ち時間ゼロへ～ 小網 有加

M-2 2047 山陰労災病院 患者満足度ＵＰプロジェクト 仙石 真

M-3 2076 大阪市立大学医学部附属病院 Nurse-C 私たち、お待たせしないので。 本城 智子

M-4 2083 北海道がんセンター 美・サイレンﾄ～患者さんをとりまく　夜の音対策～ 吉岡 美智代

M-5 2088 出水郡医師会立第二病院 Appearance（身だしなみ）～ケアパトロール最悪からの脱出～ 新開 剛史

M-6 2133 徳島県立中央病院 サインはentrance V iew 環 隆志

N-1 2116 市立砺波総合病院 退院支援カンファレンスシートを活用しよう！　～電子カルテにおける患者情報共有の統一化に向けて～ 髙田 美幸

N-2 2111 ふちゅう介護相談センター 法人外からの新規依頼を増やそう 津村 美喜子

N-3 2120 野江病院 施設基準ゲットだぜ！～総合入院体制加算３継続取得への道～ 藤川 勇介

N-4 2124 総合病院国保旭中央病院 看護学生が心に残る体験型手術実習を目指して 粟飯原 ゆかり

N-5 2048 竹川病院 吸引ができるセラピストの育成システムの構築 木下 崇美

N-6 2032 田宮病院 預かり品を整理したい！！～預かり品の管理手順を作成して～ 細貝 拓弥

O-1 2034 さっぽろ香雪病院 患者様との関わりをもっと多くも持とう！～優しさあふれるユマニチュードで患者様に安寧を～ 菅沼 愛

O-2 2079 ケアポート板橋 介護現場におけるフットケアの充実　 菊地 直人

O-3 2109 穎田病院 あらもうこんな時間！？　待ち時間を楽しく有効に 小柳 勇太

O-4 2099 佐藤第一病院 カンファレンスのあり方を見直そう 野尻 貞子

O-5 2125 くろさわ病院 婦人科診察時の羞恥心を軽減させるには 奥原 恵

O-6 2090 練馬総合病院 院内掲示の見直しを通して適切な情報発信を実現する 阿部 哲晴

O-7 2135 厚生連高岡病院 新生児集中治療室における家族面会時の適切な対応 大場 正子
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登録演題 病院・施設名 演題名

P-1 2112 県立広島病院 腎臓総合医療センターにおける医療ゴミの削減 前田 秀成

P-2 2008 伊勢赤十字病院 分別を救うのはICTだ～産業廃棄物の正しい分別を目指して～ 石原 舞

P-3 2098 名古屋セントラル病院 手術準備時間の短縮を図ろう 高橋 愛

P-4 ｷｬﾝｾﾙ

P-5 2056 多治見クリニック 穿刺待ち時間の短縮 岩島 清人

P-6 2062 トヨタ記念病院 腹部エコー検査における患者待ち時間の削減 廣田 元紀

Q-1 2046 益田地域医療センター医師会病院 アウトブレイクをシャットアウト！！　四季を通じて、感染対策を強化しよう 椋 将貴

Q-2 2092 製鉄記念八幡病院 血栓回収術！！　緊急搬入どんとこい！！ 日高 寿江

Q-3 2021 岐阜赤十字病院 もうＧＩＦをしたくないなんて言わせないよ、絶対 吉田 美香

Q-4 2022 九州病院 救急外来における看護介入率の向上 出口 賢二

Q-5 2139 大阪市立大学医学部附属病院 脳神経外科脊椎手術 術後皮膚障害の減少 國枝 佳織

Q-6 2003 伊勢赤十字病院 血流感染予防を目指して 山門　 寿充

R-1 2074 トヨタ記念病院 もう迷わない！誰でも簡単、水剤調剤 ～ルール再構築による苦手意識克服と調剤時間の短縮～ 山室 栄一

R-2 2105 日本鋼管福山病院 業務改善でみんなハッピー～残業を減らそう～ 和田 晃子

R-3 2115 市立砺波総合病院 時間は作るもの！　～早く患者さんの元へ行くの！～ 石丸 有理沙

R-4 2142 中頭病院 ナースコールの待機時間の短縮　~ベッドサイドでの先取り看護を目指して~ 小熊 陽子

R-5 2033 さっぽろ香雪病院 START WORK －エピソード2　就労意欲の覚醒－ 信太 研二

R-6 2045 益田地域医療センター医師会病院 誰でも出来る受付業務　～受付業務は任せて下さい・日当直のストレス軽減を目指して～ 中島 京子

S-1 2129 宇和島徳洲会病院 医学管理料と記載の点検 松本 幸恵

S-2 2069 姫路赤十字病院 ボトムアップ型の医療の質改善システムの導入 駒田 香苗

S-3 2144 関中央病院 TQMとBSC－戦略目標、プロセス改善、財務指標を考える 齊藤 雅也

S-4 2066 松波総合病院 インシデント報告に対する応用行動分析的介入 廣瀨 将大

S-5 2140 松江赤十字病院 配薬ミスを０へ～配薬ミス永遠の０への序章～ 崎谷 将崇

T-1 2106 日本鋼管福山病院 みんなができる！物品管理体制を整えよう～発注納品業務の標準化～ 前田 結香里

T-2 2126 北海道がんセンター 外来における問診票の見直し 岩田 康子

T-3 2131 浦添総合病院 未喫食をへらそう!!～入院食の無駄をなくすために～ 友利 登子

T-4 2054 PL病院 ハイリスク薬のアセスメントを充実させよう 池田 理沙

T-5 2113 県立広島病院 定期注射業務における払出し時間の短縮 今津　 邦智

T-6 2010 愛媛県立中央病院 心臓血管外科における人工心肺セットアップ時間の短縮 天野 雄司

U-1 2001 飯塚病院 指導にコミットする～薬剤管理指導の充実～ 加来 菜津美

U-2 2050 マツダ病院 リハビリ治療における単位数の取得 中川 泰誉

U-3 2025 旭川医療センター リハビリは減らさずに残業を減らそう 土田 歩

U-4 2077 新潟市民病院 担当患者全員を毎日リハビリしたい　～急性期リハの挑戦～ 矢内 康洋

U-5 2096 敦賀病院 収益増加を目指した業務改善大作戦！～診療報酬改定の波に乗って～ 竹原 暢子

U-6 2027 岩国市医療センター医師会病院 病棟の常備薬を減らそう～その内服薬、常備薬として本当に必要ですか？～ 安永 彰子

V-1 2012 愛媛県立中央病院 HCUにおける胃管事故抜去件数の減少を目指して 山岡 由佳

V-2 2052 福井赤十字病院 心電図モニターのアラームを減らす 橋野 真央

V-3 2061 ちばなクリニック 安心・安全な透析治療を目指して　6R関連インシデントを低減しよう！ 照屋 愛

V-4 2035 水島中央病院 一般撮影室の検査に関するエラー発生率の低減 藤井 汐保里

V-5 2121 社会保険田川病院 ポータブルトイレに関わる転倒事故０％を目指して 前田 育子

V-6 2015 仙台医療センター 製剤室の破損件数を減らそう 神尾 咲留未

W-1 2041 益田赤十字病院 リハビリテーション実施計画書の業務を最後まで行おう 吉山 和宏

W-2 2049 博愛会病院 機能的自立度評価表(FIM)の採点差を無くそう 太田 賢司

W-3 2138 東住吉森本病院 セラピスとのリハビリ単位数のばらつきを減少させる 藤原 真

W-4 2091 関中央病院 改善活動における活性化推進とやらされ感の低減　－縄文時代をふり返りその両立をさぐるー 木村 茲

W-5 2097 名古屋セントラル病院 看護必要度の土日祝日の未確認数を０にする 渡邊 真智子

W-6 2080 マツダ病院 重症度、医療・看護必要度の適正評価に向けた取り組み 中本 香代

U.無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

W.質管理システムの構築

Q.診断・治療・ケアの質の向上

R.無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

T.無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

P.患者サービス・患者満足度の向上＋無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

S.安全の向上＋質管理システムの構築

V.安全の向上
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