
受付番号 病院・施設名 演題名

A-1 2148 ケアセンターけやき 感染症予防における標準予防策の徹底 河井 ともみ

A-2 2002 伊勢赤十字病院 血液培養検査の迅速化 加藤 真也　

A-3 2118 練馬総合病院 細菌検査業務の見直し 中里 光宏

A-4 2113 大阪市立大学医学部附属病院 初回面会までの時間短縮にむけて 井下 奈穂

A-5 2072 敦賀病院 動くの大好き！どんどん行こう♬ 澤 裕介

A-6 2083 博愛会病院 食事の姿勢を改善しよう！ 今井 一志

B-1 2063 益田地域医療センター医師会病院 内服管理方法の見直し　～内服に関連したインシデント件数を減らそう～ 川上 美樹

B-2 2024 福井赤十字病院 減らそう！お薬の渡し忘れ　～退院時に保管薬剤を残さない～ 髙橋 有香

B-3 2052 PL病院 術野で使用する薬剤を誰が見ても分かるようにしよう 奥野 南

B-4 2030 那須赤十字病院 注射カウンター業務をシンプルに！ 田村 華恵

B-5 2017 ねりま健育会病院 チームアプローチによる転倒・転落軽減の取り組みについて 間藤 大輔

B-6 2097 岩国市医療センター医師会病院 岩国市民における転倒予防の意識向上 崎本 充

C-1 2057 福井循環器病院 身の周り台車を見直そう 大倉 恵

C-2 2138 介護老人保健施設ライフサポートねりま 集団リハビリの活用による余暇時間の充実 井戸 寛人

C-3 2047 金沢脳神経外科病院 FIM項目の清拭・更衣（上・下）動作を正しく評価しよう！ 土定 麻由子

C-4 2032 小倉記念病院 「心臓カテーテル室　リサイクル大作戦！　～ゴミにしてなるものか～」 井本 真沙子

C-5 2085 松江赤十字病院 栄養管理計画書の期限内の作成 井上 智子

C-6 2082 西岡病院 介護保険主治医意見書の作成提出期限を守る 横田 法律

D-1 2029 姫路赤十字病院 化学療法センターにおける治療開始時間の短縮 中村 孝子

D-2 2043 トヨタ記念病院 「選ばれる健診センターを目指して～          乳腺超音波検査待ち時間を減らそう～」 坂崎 由美

D-3 2008 愛媛県立中央病院 整形外科における前日準備時間の短縮 伊豫田 渚

D-4 2075 製鉄記念八幡病院 手術室における急患開頭手術の準備時間を短縮しよう！！ 森本 麻菜美

D-5 2068 仙塩利府病院 予定入院時間　　バラバラを減少 椛本 とし子

D-6 2044 倉敷リハビリテーション病院 夜勤帯における離床センサー設置時間の短縮 水田 敏美

E-1 2051 野江病院 DPCⅠ・Ⅱ期以内の退院割合UPに向けて 長谷川 聡志

E-2 2114 県立広島病院 救急外来における患者受け入れ対応時間の削減 高場 千絵

E-3 2022 佐藤第一病院 医師の負担軽減を目指して～医師事務作業補助者にできること～ 下山 ルミコ

E-4 2045 小倉記念病院 時間外勤務を減らそう 石橋 優香

E-5 2076 新潟市民病院 オペ室働き方改革～薬剤準備を短縮したい～ 會田 紀子

E-6 2016 くろさわ病院 画像診断室働き方改革 土屋 佳則

E-7 2115 金沢脳神経外科病院 職員の健康管理について～腰痛予防を中心に～ 小堀 恭史

F-1 2146 ベルランド総合病院 就労支援の充実 中村 充代

F-2 2121 松波総合病院 働き方改革 中村 早希

F-3 2001 伊勢赤十字病院 装置の点検業務を見直して、時間外を削減しよう 岩城 健悟

F-4 2067 製鉄記念八幡病院 予定入院患者の限度額認定証提出漏れによる再計算業務の削減 山田 祐太郎

F-5 2054 岐阜赤十字病院 スタッフの腰痛予防対策、環境調整による作業効率アップ 石黒 絵理

F-6 2144 市立砺波総合病院 作業環境を改善しよう　～健康で楽しく働くために～ 福田 弘幸

F-7 2081 仙台医療センター 目指せ！定時退勤！！超勤時間軽減に向けた取り組み 松田 莉佳

G-1 2038 製鉄記念八幡病院 物流・購買部門の効率化をめざして（コスト削減、システムの見直し） 飯田 宏一

G-2 2026 倉敷中央病院 未使用機器・器材の5S大作戦～それ本当に必要ですか～ 井上 明元

G-3 2014 明和病院 内視鏡室のムダをなくそう！~感染面も踏まえたシーツ類の削除~ 安井 文子

G-4 2103 中頭病院 もう私！~間違えない！安全な物品だしを目指して~ 仲嘉 貴乃美

G-5 2020 東葛クリニック病院 「ゴミから資源へ」～TRS（東葛リユースシステム）の構築 西澤 剛

G-6 2023 福井赤十字病院 病棟・ベビーセンターのSPD物品の定数見直しと物品管理方法を確立する 吉田 輝実

G-7 2124 北海道がんセンター 物品管理の見直し～行方不明物品をなくそう～ 沢田 よしみ

セッションC（審査基準A）／テーマ①、⑥
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セッションB（審査基準B）／テーマ②

セッションD（審査基準B）／テーマ③、④
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受付番号 病院・施設名 演題名

H-1 2007 愛媛県立中央病院 総合受付における問い合わせ件数の削減 大泉 喜明

H-2 2129 盛岡医療センター 生理検査をスムーズに　～わかりやすい入室案内を目指して～ 櫻井 保

H-3 2074 花川病院 介護福祉士の情報収集統一化と電子カルテの運用の見直し 長沼 誠治

H-4 2062 介護老人保健施設くにさき苑 外出に向けた支援をしよう！！　～地域社会で暮らすために～ 宮﨑 明菜

H-5 2090 三萩野病院 患者・家族からの”分からない”という声の低減～介護保険関連～ 花手 裕子

H-6 2028 介護付有料老人ホームライフケアガーデン熱川 有料老人ホームにおけるレクリエーション満足度の向上 山﨑 智弘

I-1 2123 雲南市立病院 迷わず検査場所に行けるようにしよう　～もう迷わない！～ 芝原 啓子

I-2 2027 富山市民病院 透析室での待ち時間を減らすためには 松下 翔悟

I-3 2060 明石医療センター バースサポートの充実化を図ろう 岡村 真央

I-4 2070 野江病院 採血待ち時間の短縮・均等化を目指して 河内 華月

I-5 2149 那覇市立病院 授乳室の利用状況の改善 松元 春華

I-6 2091 介護老人保健施設しおん デイケアにおける入浴時間の能率アップ 辺見 裕行

I-7 2035 旭川医療センター 無駄を減らそう、小さなことからコツコツと 柿本 理早

J-1 2086 日本鋼管福山病院 健診の待ち時間を短縮しよう！ 元谷 美帆

J-2 2011 佐久総合病院 各科からの紹介患者が重なっても対応できる～「お時間かかります」とは申しません！！～ 清水 友里子

J-3 2055 PL病院 ドックの所要時間を短縮しよう 森本 裕子

J-4 2042 トヨタ記念病院 どんと来い！～入室準備の効率化～ 三浦 智恵

J-5 2143 介護老人保健施設　しおさい しおさいデイケアにおけるサービス提供時間の延長 石井 武美

J-6 2101 谷山病院 OPENING　TIME　REVOLUTION 田畑 典子

J-7 2120 松波総合病院 病棟オリエンテーションの時間の短縮 鶴田 知恵

K-1 2059 介護老人保健施設ケーアイ 認知症カフェを地域で新たに展開しよう 水野 悠

K-2 2004 飯塚病院 医療評価入院における遊びの提供拡大 朝比奈 咲乃

K-3 2048 山陰労災病院 苦すりの困った快決します!! 元栄 亜紀

K-4 2095 中頭病院 Come on, baby American～英語版お薬説明書の作成～ 中村 書子

K-5 2071 敦賀病院 服薬指導業務の効率化～退院指導あっぷあっぷ大作戦～ 川勝 美紀

K-6 2013 市立三次中央病院 透析室看護師における患者への定期処方薬受け渡し業務を調剤薬局へ 小田 さつき

L-1 2117 九州大学病院 心電図モニターに対する意識の変化を明らかにする 上赤 麻里

L-2 2153 大阪市立大学医学部附属病院 期限切れ採血管数を削減するための取り組み 松吉 宏

L-3 2019 東葛クリニック病院 透析室における災害訓練の取り組み～恐れず、慌てず、冷静に～ 望月 賢一

L-4 2073 敦賀病院 困ったこと・不安なこと０を目指して！～時間外マニュアル見直しました～ 小野 早織

L-5 2150 武蔵野赤十字病院 病棟内デイケア”つなぐ”を導入してみて 平山 穂波

L-6 2039 小倉記念病院 感染予防対策 政策にむけた取り組みと評価 三嶋 亜希子

M-1 2009 マツダ病院 入院処方の薬剤費削減 横山 匠太

M-2 2112 介護老人保健施設かなやま 10種類以上の定期処方薬を安全に減薬していこう 岩田 博子

M-3 2109 総合病院国保旭中央病院 院内処方における不足薬発生件数を削減しよう! 飯島 孝子

M-4 2003 伊勢赤十字病院 配薬業務の負担軽減 中西 由衣

M-5 2087 厚生連高岡病院 病棟におけるミキシング室の混雑を改善しよう！ 下條 陽菜

M-6 2033 水島中央病院 持参薬管理業務にかかる時間の短縮 森分 亮伍

N-1 2136 竹川病院 竹川半端ないって！ゼロトーーク！！ 武田 俊一

N-2 2049 さっぽろ香雪病院 トラッキングの可能性ゼロへ 西本 憲浩

N-3 2079 仙台医療センター 当院における特定妊婦への退院支援を充実させよう 石橋 栞

N-4 2094 田宮病院 この臭い半端ないって！！～不快な臭いを軽減するために業務を見直す～ 藤田 竜大

N-5 2041 トヨタ記念病院 テクニカルアラーム　撲滅への道 伊藤 詠美

N-6 2053 三重県立総合医療センター 入退院支援加算の取り漏れを減少させる 北村 奈子

セッションM（審査基準B）／テーマ④

2019年11月16日（土）／2日目
発表代表者名
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O-1 2099 介護老人保健施設オアシス21 社会参加を目的とした外出を支援しよう～超強化型老健のあるべき姿パート２～ 金子 塁

O-2 2080 仙台医療センター 免疫染色手順をよりわかりやすくしよう！ 藤井 正宏

O-3 2069 日本鋼管福山病院 一般撮影における再撮影の減少を目指して 土肥 紀夫

O-4 2015 明和病院 透析センターにおける透析液残量の削減 原田 武志

O-5 2084 社会保険田川病院 退院支援の充実　　～MSWと協働して～ 坂本 龍太

O-6 2132 介護老人保健施設ライフサポートひなた 介護老人保健施設における入所ご利用者の余暇時間の充実 城鳥 一彦

P-1 2006 愛媛県立中央病院 NPPVマスクによるMDRPU発生件数の低減 星野 衣保

P-2 2100 看護小規模多機能型居宅介護支援サービス事業所ナースイン花ぴりか 地域包括ケアによるターミナルケアチームの構築～住み慣れた地域で看取りの体制づくり～ 奥本 慶一

P-3 2061 日鋼記念病院 周術期等口腔機能管理の実施率アップを目指そう！ 水戸 加奈子

P-4 2025 福井赤十字病院 標準予防策の徹底～適切な防護具の選択ができる～ 佐藤 麻衣

P-5 2031 六日市病院 コークケア～TryEverything～ 中岡 史麻利

P-6 2135 ひまわり在宅サポートグループ 自宅内の活動時における転倒者の減少 新田 友哉

Q-1 2104 花川病院 回復期リハビリテーション病棟生活でのFIMの向上 石島 智也

Q-2 2064 恵み野病院 患者様と医師と病棟とリハビリの四角関係 秋山 郁美

Q-3 2092 石巻健育会病院 回復期リハビリテーション病棟における多職種ミニカンファレンスのシステム構築 村上 貴彦

Q-4 2012 佐久総合病院 心臓手術後のリハビリにおける看護記録の統一～安心で充実したリハビリのために～ 伊藤 香乃

Q-5 2078 仙台医療センター 外来Ⅰにおける火災時の対応をスムーズにする 文屋 佳苗

Q-6 2142 大原記念財団 アクション・カードを導入した防災訓練～平時から災害対応を意識して働くために～ 萩原 理恵

R-1 2108 茅ヶ崎セントラルクリニック 集団栄養指導による患者さんの食への意識向上 佐野 敦子

R-2 2046 姫路赤十字病院 安全な食事の提供を目指して　～充分な嚥下評価のために～ 中野 朋子

R-3 2040 トヨタ記念病院  当日栄養指導の待ち時間短縮 西川 彩乃

R-4 2102 三萩野病院 適切な副食形態での食事提供！ 畠山 和美

R-5 2010 益田赤十字病院 給食業務に関する連絡の伝達率の向上 花本 真奈

R-6 2096 岩国市医療センター医師会病院 検査や手術時の延食・絶食エラーを減らす 竹腰 麻未

S-1 2018 多治見クリニック 検査用スペースを設ける為にHD室の大改造 伊奈 佑樹

S-2 2005 飯塚病院 外科系混合病棟における包交に関わる無駄を省き、患者に寄り添う ～傷を良く見てケア力up!!～ 鍵中 拓也

S-3 2066 武蔵野赤十字病院 管理表を整理して電子化しよう！ 大川 真央

S-4 2126 北海道がんセンター 検査・処置におけるコスト取り忘れの撲滅 松坂 雄宇

S-5 2058 高槻病院 生活保護医療要否意見書が病院に届いてから完成するまでの日数を短縮しよう ～書類代行作成の拡充と標準化を目指して～ 八田 保奈美

S-6 2105 野江病院 臨時注射削減への取り組み 中村 さなえ

T-1 2119 松波総合病院 採血に関するQC活動 神谷 敏之

T-2 2110 総合病院国保旭中央病院 緩和ケア病棟におけるせん妄患者の持続皮下注射自己抜去を減少させよう! 清水 里香

T-3 2137 熱川温泉病院 身体抑制におけるゼロへの実現 星指 菜摘

T-4 2021 ケアポート板橋 特別養護老人ホームにおける持ち上げ介助回数の低減 中井 政宗

T-5 2077 仙台医療センター 病棟におけるライン管理のインシデント・アクシデントを減らす 櫻井 萌絵

T-6 2152 大阪市立大学医学部附属病院 胃管チューブ閉塞をなくすために... 塩見 華奈子

U-1 2093 厚生連高岡病院 調乳業務をわかりやすくしよう！！ 市橋 ほのか

U-2 2125 吉島病院 退院支援の充実と入退院支援加算算定率の向上 柿上 裕二

U-3 2128 ねりま健育会病院 どう選ぶ？リハビリパンツの適正サイズ 佐藤 裕太

U-4 2098 松江赤十字病院 間違いだらけの重症度、医療・看護必要度評価　～誤評価０を目指して！～ 曳野 優香

U-5 2107 県立広島病院 特別食対象患者における「その他の疾患」病名の減少 伊藤 圭子

U-6 2140 ライフケアガーデン湘南 選択食の導入　 佐藤 由佳

V-1 2106 西伊豆健育会病院 地域包括ケア病棟におけるポータブルトイレの有効活用～不必要な使用を無くせ！～ 船津 八重

V-2 2127 いわき湯本病院 入院患者における日常生活自立度の向上 大河原 一真

V-3 2141 藤本病院 Let’s離床！地域包括ケア病棟患者様の離床促進のために 木村 亮太

V-4 2050 さっぽろ香雪病院 ダサカッコいいＵＳＡ～個人計画書の大改革～ 泉 順之

V-5 2151 羽島市民病院 車いすの管理を徹底し、患者さんを安全に離床させよう。 中島 大喜

V-6 2056 宮本病院 持ち込みオムツの管理　～不足時のルール作り～ 田谷 靖代

セッションT（審査基準B）／テーマ①、②

セッションU（審査基準A）／テーマ③、④、⑥

セッションV（審査基準B）／テーマ①、③、④

テーマ分類　index　　①診断・治療・ケアの質の向上をめざすもの／②安全の向上をめざすもの／　③患者サービス・患者満足度の向上をめざす

もの／④無駄の削減や能率向上、業務環境の改善をめざすもの／⑤質管理システムの構築をめざすもの／⑥左記以外

セッションO（審査基準B）／テーマ①、③、④、⑥

セッションP（審査基準B）／テーマ①、②

セッションQ（審査基準B）／テーマ①、②、⑥

セッションR（審査基準B）／テーマ①、②、③、④

セッションS（審査基準A）／テーマ④


