
受付番号 病院・施設名 演題名 発表代表者名

A-1 2043 伊勢赤十字病院 非侵襲的陽圧換気(Noninvasive Positive Pressure Ventilation：NPPV）による皮膚合併症を減らす 井口 亮介

A-2 2049 井上病院 透析治療４時間未満を減らそう～身体によい透析治療の提供～ 大野 幸

A-3 2052 阪南市民病院 自主トレーニングの個別性を高めよう 岸 愛子

A-4 2132 旭川医療センター 薬剤総合評価調整加算算定に向けた取り組み 白井 壮弥

A-5 2060 介護老人保健施設おうじゅ 私のFIM評価の点数、これで合ってる？～ご利用者のために正確なFIM評価を行い、有効に活用できる体制へ～ 早﨑 貴夫

A-6 2001 大阪市立大学医学部附属病院 安全で快適な病室環境を目指して 江尻 加奈子

B-1 2062 茅ヶ崎セントラルクリニック 透析患者さんの睡眠を薬剤に頼らない安全なものにする 成田 朋子

B-2 2075 ベルランド総合病院 透析室でのフットケア活動 岩崎 満知子

B-3 2133 旭川医療センター 拝啓…一年後の君へ　～胃カメラ案内郵送を始めて～ 村上 由香

B-4 2063 山陰労災病院 グラッ！その時あなたはどうしますか！？ 小林 祐介

B-5 2002 大阪市立大学医学部附属病院 内服薬の過剰・過少投与事故をなくそう 岩﨑 由華

B-6 2009 武蔵野赤十字病院 つまらない！MUSASHINO　折れんPICC！ 中村 綾

C-1 2134 旭川医療センター 退院支援で患者を救え！ 高橋 淳子

C-2 2010 飯塚病院 アレルギー出現時における初期対応開始までの時間短縮 江藤 麻弥

C-3 2080 松江赤十字病院 減らそう転倒転落！～医療者間のソーシャルディスタンスは密でいいんです～ 景山 美希

C-4 2128 広島市立安佐市民病院 緊急入院時の持参薬取り扱い方法の現状と課題 前川 三奈

C-5 2004 大阪市立大学医学部附属病院 未閲覧リストで見忘れ防止 安藤 加奈江

C-6 2047 千船病院 脳卒中地域連携パスの取り漏れをなくそう 藪 青良

D-1 2005 大阪市立大学医学部附属病院 生体モニタに関連したインシデントをなくす取り組み 新開 智子

D-2 2048 介護付有料老人ホームスローライフおかじま コロナ禍でもレク・イベント開催数を保持しよう 神林 彩雅

D-3 2069 ベルピアノ病院 通所リハビリテーション事業所における入浴自立支援の取り組み～入浴介助加算Ⅱの取得～ 中野 大樹

D-4 2082 松江赤十字病院 ICUモニタリング～安全で快適な療養環境を目指して～ 吉田 麻里

D-5 2085 田宮病院 指示と支援の見える化～課題達成型を用いた部署目標の展開～ 佐藤 寛幸

D-6 2091 中頭病院 外来小児科における吸入指導の取り組み 武富 美貴子

E-1 2022 大阪市立大学医学部附属病院 安心安全な患者移送を行なおう 北田 員義

E-2 2033 博愛会病院 正しい姿勢で余暇時間を過ごしてもらおう 太田 賢司

E-3 2094 飯塚病院 患者にとってもスタッフにとっても最適な環境を作ろう！ 山根 聖

E-4 2099 三萩野病院 患者様の退院後のリハビリに対する不安の声の軽減 尾上 裕一

E-5 2036 武蔵野赤十字病院 薬剤部の業務みえるか？みえる化！ 松木 美幸

E-6 2054 ベルアンサンブル訪問看護ステーション コロナに負けるナ！！NEW☆働き方スタイル！！ 下脇 真由美

F-1 2125 博愛会病院 ようこそ第４病棟へ！活発で魅力ある病棟を目指そう～技能実習生を迎え入れて～ 平光 亜紀

F-2 2071 くろさわ病院 分けて減らして見やすくしよう ～ 私たちから渡した力で～ 栁沢 真美

F-3 2072 ベルキッチン 調理作業における効率化への取り組み 川津 章

F-4 2039 松江赤十字病院 検体採取管の問い合わせを減らそう～PART2～ 小笠原 愛

F-5 2083 浦添総合病院 Ura Tuber 仲真 義人

F-6 2096 東住吉森本病院 緩和ケア病棟看護師の情動的負担軽減への取り組み　ーオンライン面会の効果ー 江口 由紀

G-1 2131 旭川医療センター Time is money !! ～効率的な申し送りを～ 上山 白華

G-2 2101 浦添総合病院 HaI差異 砂川 翔一朗

G-3 2104 HITO病院 ユニ・チャーム協働　樋谷荘オムツ運用改善プロジェクト 藤原 日南子

G-4 2109 横山病院 グループ内における新規ショートステイ相談件数の向上 鳥海 尚志

G-5 2117 飯塚病院 探偵！レセプトスクープ！ 矢口 幸平

H-1 2129 西淀病院 心電図モニターのテクニカルアラームを減らす 藤井 正裕

H-2 2097 東住吉森本リハビリテーション病院 入浴の「洗体動作」及び「移乗浴槽」の実際にしているADLを把握する 高田 進一

H-3 2119 介護老人保健施設トリトン 処置車における 作業・点検効率の改善 森本 真由美

H-4 2136 ベルアルト 部屋割りを共有し連携強化～紙の部屋割りをやめる～ 髙田谷 和幸

H-5 2084 田宮病院 綺麗事態宣言～吸引瓶管理の見直し～ 山田 貴弘

F 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

G 無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

H 無駄の削減や能率向上、業務環境の改善／質管理システムの構築

第22回フォーラム　改善活動事例発表　セッション別リスト

審査基準A　セッション

A 診断・治療・ケアの質の向上／安全の向上

B 診断・治療・ケアの質の向上／安全の向上

C 診断・治療・ケアの質の向上／安全の向上／患者サービス・患者満足度の向上

D 安全の向上／患者サービス・患者満足度の向上

E 安全の向上／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



番号 受付番号 病院・施設名 演題名 発表代表者名

I-1 2012 介護老人保健施設ライフサポートねりま 食事介助時におけるポジショニング援助技術の向上 山田 京

I-2 2014 姫路赤十字病院 化学療法センターにおける治療開始前オリエンテーションの実施 鈴木 志保美

I-3 2078 府中病院 退院支援の流れをつくろう～急性期から地域包括へ～ 三浦 早苗

I-4 2088 浦添総合病院 コロナに負けるな～個別手指消毒遵守率80％獲得の歩み 野里 美江子

I-5 2100 藤本病院 受診勧奨を強化し、早期治療に結び付けよう！　 中林 準子

I-6 2051 さっぽろ香雪病院 STOP体重減少 藤原 一樹

J-1 2057 仙台医療センター 口腔ケアの確立 菅井 絢子

J-2 2061 吉島病院 急性期病棟におけるせん妄予防プログラムの導入 田原 有希子

J-3 2081 老人保健施設母恋 すっきりトイレで！！　～自然排便を目指した排泄の取り組み～ 吉田 拓生

J-4 2087 日本鋼管福山病院 プライマリーナースを目指す私たちの７(セブン)ルール 福永 尚美

J-5 2053 介護老人保健施設オアシス21 強化型老健における新スタイルの生活リハビリ定着率向上 糟谷 三千子

J-6 2127 岩国市医療センター医師会病院 フットケアを通して足のトラブルをなくそう 村上 清恵

K-1 2044 伊勢赤十字病院 診療放射線技師の画像読影に関して～救急医療などにおいてのその可能性は？～ 森嶋 毅行

K-2 2120 ねりま健育会病院 回復期リハビリテーション病棟における遅番入浴介入に関する取り組みの改善 河野 祐也

K-3 2020 総合病院国保旭中央病院 リハビリ場面におけるスキントラブルの低減 野村 良亮

K-4 2139 PL病院 化学療法の点滴ルートの選択時間の削減 吉村 穂乃香

K-5 2023 大原記念財団　大原綜合病院 持参薬・処方薬の管理方法の見直しと医師の薬剤指示の統一化による誤薬減少に向けた取り組み 吉田 有里

K-6 2056 市立三次中央病院 造影CT検査における「腎機能低下患者・副作用歴の有る患者」に対する前処置の徹底 熊谷 彰太

L-1 2021 いわき湯本病院 入院患者における月平均の褥瘡発生数の減少を目指して 小野 雄太郎

L-2 2067 水島中央病院 一般撮影検査における画像読取り装置導入によるエラー＆ヒヤリ・ハット発生率の低減 藤田 康二朗

L-3 2068 特別養護老人ホーム　ベルファミリア ＩＣＴ導入における個別ケアの実践 田所 良友

L-4 2107 介護老人保健施設たちばな 介護士の移乗時の腰痛率を軽減する 福尾 基史

L-5 2035 徳島県立中央病院 画像診断レポートにおける未開封レポートの撲滅！ 高田 美和

L-6 2138 PL病院 薬剤アレルギー禁忌の入力方法の周知徹底 中田 一孝

M-1 2037 特別養護老人ホーム　ケアポート板橋 特別養護老人ホームにおける　ポジショニングの実施率の向上 太田 博史

M-2 2042 伊勢赤十字病院 看護記録の充実を図る～継続した看護の為に～ 向原 早希

M-3 2064 製鉄記念八幡病院 地域医療連携室における、転院受入時の情報不足を改善しよう 坂田 和美

M-4 2024 大原記念財団 吉田・櫛田・横山の乱　～逆紹介でござる～ 佐藤 奈美

M-5 2026 トヨタ記念病院 入院オリエンテーションの改善～緊急入院時　母子ともに早く休息できるように～ 田財　 麻里

M-6 2105 藤本病院 味付けのバラつきを削減しよう 松本 年史

N-1 2114 熱田リハビリテーション病院 回復期病棟における足の爪切り実施割合の改善 星野 聡子

N-2 2126 岩国市医療センター医師会病院 誰でもできる担当業務　～私に任せてください！あなたの担当業務～　パート１ 大竹 有美

N-3 2027 トヨタ記念病院 ちょっと待って！その入院案内誰のため？ 大橋　 拓也

N-4 2040 石巻健育会病院 当院における病棟から外来への退院前看護申し送り実施率の向上 遠藤 千恵

N-5 2029 愛媛県立中央病院 リハビリテーション部におけるウォーキングカンファレンス記載件数の増加 石﨑 崇天

N-6 2019 総合病院国保旭中央病院 土日祝日における勤務回数の縮減 永嶋 容子

O-1 2025 トヨタ記念病院 働き方改革宣言！～6時から9時のムダを省きます～ 石黒　 絵梨

O-2 2030 愛媛県立中央病院 手術室における始業前準備時間の短縮 仙波 未樹

O-3 2041 伊勢赤十字病院 分包機調剤の効率化 世古口 拓也

O-4 2059 ベルクリニック 健診結果表作成における業務改善 北尾 千鶴子

O-5 2066 水島中央病院 定期処方確認にかかる時間の短縮 難波 悠子

O-6 2073 益田地域医療センター医師会病院 栄養連携で在宅・施設につなげよう～シームレスな栄養ケアを目指して～ 田原 典子

P-1 2034 徳島県立中央病院 ERCP時における吸引時間の短縮 川野 尚子

P-2 2137 姫路赤十字病院 手術準備物品のロス削減に向けた取り組み 川口 靖博

P-3 2065 製鉄記念八幡病院 術中看護記録にかかる時間を短縮しよう！！ 馬場 優紀

P-4 2028 トヨタ記念病院 予約ＣＴ検査の待ち時間を減らそう 光部 瑞季

P-5 2098 藤本病院 書類業務における残業時間の短縮 上野 絢

P-6 2077 福井循環器病院 直入準備の時間短縮と準備物品の統一 大森 雅美

N 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

O 無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

P 無駄の削減や能率向上、業務環境の改善

M 診断・治療・ケアの質の向上／患者サービス・患者満足度の向上

第22回フォーラム　改善活動事例発表　セッション別リスト

審査基準B　セッション

I 診断・治療・ケアの質の向上

J 診断・治療・ケアの質の向上

K 診断・治療・ケアの質の向上／安全の向上

L 診断・治療・ケアの質の向上／安全の向上



Q-1 2106 石巻健育会病院 当院から退院先へつなぐアドバンス・ケア・プランニング件数の増加 武山 裕美子

Q-2 2103 HITO病院 ＣＳＶ活用による伝票入力業務の効率化 川崎 真裕

Q-3 2055 特別養護老人ホーム　ベルアルプ 排泄物品の適正使用とコスト削減について 鈴木 隆宏

Q-4 2058 仙台医療センター 外来における雑紙回収量をUPしよう！ 菅原 明美

Q-5 2076 福井循環器病院 開胸セットをDIY　Go！Go！　mini op car 木村 ゆう紀

Q-6 2031 愛媛県立中央病院 泌尿器科ロボット手術における入れ替え時間の短縮 近藤 諒太

R-1 2070 佐久総合病院 レスパイト入院における入退院時の業務改善　～スムーズな外来・病棟の連携～ 片井 美妃

R-2 2045 介護老人保健施設ベルアモール 目指せ！ペーパーレス！ 黒瀬 美紀

R-3 2074 益田地域医療センター医師会病院 過誤減点への取り組み～同じ減点を繰り返さないために～ 濱田 愛奈

R-4 2108 熱川温泉病院 当院における病院経費の削減 古山 信弥

R-5 2112 熱田リハビリテーション病院 経費精算における領収書の不備率を低減しよう 齋藤 千夏

R-6 2090 製鉄記念八幡病院 昼休憩遅上がり看護師の業務負担改善 小椋 菜未

S-1 2092 益田赤十字病院 手術に必要な機材を取り出しやすくしよう 大畑 哲也

S-2 2032 愛媛県立中央病院 リハビリテーション部における超過勤務時間の低減 宮田 千愛

S-3 2121 明和病院 Eye・Eyeサークル 貝間 あずさ

S-4 2113 介護老人保健施設あんず 訪問リハビリにおける 滞在時間の適正化 桑田 康行

S-5 2115 三重県立総合医療センター 全病棟における業務の標準化 高井 直子

S-6 2124 製鉄記念八幡病院 １台５千円でできる？院内における電子カルテ用パソコン処理能力向上の試みと評価 川上 博之

T-1 2116 三重県立総合医療センター さくっと疑義照会！！ 中園 裕利華

T-2 2118 熱田リハビリテーション病院 入院時保存書類の不備発生率の低減 斎藤 宇太睦

T-3 2130 福井赤十字病院 事務職員のデータ管理方法のバラつきをなくす 佐野 智美

T-4 2095 日本鋼管福山病院 松葉杖の管理を徹底し、すぐに貸し出せる体制を整える ～メンテナンスされた松葉杖在庫の充実を図る～ 松井 進

T-5 2122 明和病院 ワーキングマザーズ 佐々木 景子

T-6 2093 ベルシャンテ 個々の関わりにについて　～小さなことからコツコツと～ 中間 雄一

U-1 2038 谷山病院 医療保護入院者の退院支援委員会の開催漏れ防止 濵田 凌

U-2 2050 花川病院 退院支援における看護実践力向上 三木 真理子

U-3 2079 福井赤十字病院 診療報酬の算定におけるバラつきの低減 田中 健

U-4 2102 さっぽろ香雪病院 煙草はつらいよ~通所メンバーの禁煙意識を高めよう～ 福島 勉

U-5 2123 明和病院 洗浄時間短縮同好会 山本 奈央

U-6 2013 高岡病院 病棟で時間外に実施した心電図検査のデータ回収もれを撲滅する 笹山 結雅

U-7 2110 府中クリニック オプション検査での増収 角野 梨江

番号 受付番号 病院・施設名 演題名 発表代表者名

Z-1 3004 姫路赤十字病院 手術オーダーシステムの再構築　～みんなで新しいシステムを開拓しよう～ 東 達也

Z-2 3006 島根県立中央病院 科内における情報共有の効率化 藤井 大輔

Z-3 3007 ケアセンターけやき 複合機における紙代・保守カウント代の削減 島山 智貴

Z-4 3009 多治見クリニック ＳＰＤ診材物品棚の改善(準備室の整理整頓) 松田 千絵美

Z-5 3003 福井循環器病院 レセプト点検のプロを目指して ～査定を減らそう～ 前田 純菜

あすなろ　セッション

S 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／以外

U 質管理システムの構築／以外

Q 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

R 無駄の削減や能率向上、業務環境の改善


