
年 大会開催日 テーマ 講演・講師 実行委員長 事務局長 チーム数 大会参加者 優勝 2位 3位 院長賞 審査員特別賞 会場賞 パワーポイント賞

プレ 2006 12月9日
TQM活動は安全文化へとつな
がる

千鳥橋病院でのTQM活動の取り組み
（TQMセンター長　豊田文俊先生）

1 2007 12月1日 医療の安全と質向上集会 安達克郎先生 ながとみ 18 145
東5階病棟 オムツの尿漏
れ・横漏れをなくす

血液浄化室、臨床工学科
穿刺ミスを減らそう

全病棟合同チーム 基礎看
護技術の統一、第1段。
口腔ケアの統一。

QCチーム　挨拶をしよ
う！！ 薬局 服薬指導の改善

検査科 サニサーラを使用する！
検査科 サニサーラを使用
する！

2 2008 12月13日 西村検査技師、小玉看護師 結城由恵先生 小林(ME) 10 125
リハビリ　治療ベッドの
掃除を徹底しよう！！

のざと看護　SPDラベルの
紛失をなくす

3階病棟　患者様一人ひと
りに合った排泄援助の把
握をしやすくする

食養科　患者さんの立場
になって『食べたくな
る』嚥下食を追求しよう

4階病棟　残薬をなくす！ リハビリ　治療ベッドの掃除を徹底しよう！！

放射線　CT、MRIフィル

ムに関する放射線科への

問い合わせを減らそう

3 2009 12月26日
東住吉森本病院　医療相談室室長　ケー
スマネージャーの岡田育子先生

結城由恵先生 小林(ME) 11 115

リハビリテーション科
指導料の算定漏れをなく
す

のざと医事・看護合同
慢性内科の予約キャンセ
ル率を減らす

6階病棟
患者基礎情報と入院時問
診表の見直し

看護サポート　退院の連
絡漏れをなくす

5階病棟　オムツのコスト
もれを無くす

4階病棟　患者さんにとって有効なネブライザー
の
固定方法について考えよう！！

6階病棟　患者基礎情報と

入院時問診表の見直し

4 2010 12月18日
東住吉森本病院　医療相談室室長　ケー
スマネージャーの岡田育子先生
ＱＣ協議会　北野先生

落合甲太先生
真崎（副事務
長）

10 116

ＭＥ　AKB 37
透析回路組み立て時の失
敗をなくそう

リハ科
リハビリテーション実施
計画書算定漏れを防ぐ

5F
入院時の書類漏れをなく
す

1階
ＯＤ患者さんの診療情報
書の記入漏れをなくす

6F
入院患者様からの苦情を
なくす

ＭＥ　AKB 37
透析回路組み立て時の失敗をなくそう

4F

患者さんにとって最適な

入浴方法を考えよう

5 2011 12月17日 鈴木昇平先生 松本（SM） 14

匠の技：止血の達人（の
ざと看護）
チカンあかん血まみれも
あかん

ＫＤＭ３８(4F）
退院した患者さんの資料
整理を徹底しよう

スムースgirls（のざと事
務）
あなたの耳(こころ)に
ズームイン！

1階病棟「早く上げてあげ
隊」

医療福祉相談課「マルメ
のおきて」

総務課「20世紀少年少女隊」
1階病棟「早く上げてあげ

隊」

2012
中止
→IKS（事例分
析大会へ）

6 2013 12月21日
東住吉森本病院　医療相談室室長　ケー
スマネージャーの岡田育子先生
ＱＣ協議会　北野先生

鈴木昇平先生 大西（医局） 14 126
6階
カルテの書き換えの抜け
をなくす

のざと
謝罪の王様

リハ科
スタッフルームのデスク
上の5Sをしよう

総務課
書類の整理

医療福祉相談室
無低の処理の日数短縮

3階
倉庫の整理整頓

医事課

受付内の整理整頓で動線

をスムーズ

7 2014 12月13日 鈴木昇平先生 大西（医局） 13 102
5階病棟 少しも探さない
わ～Don't　let it go～

検査科　『物品がない』
をZEROパーセント～ZERO
がいい～ZEROにしよう

リハ科　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科に
おける印刷物の無駄の削
減

6階病棟

血液浄化室・臨床工学科
5Sの視点から、血液浄化
室の治療、労働環境を整
備、改善する

5階病棟　少しも探さないわ～Don't　let it go
～

5階病棟　少しも探さない

わ～Don't　let it go～

8 2015 12月12日
QCサークル近畿支部：北野先生　今北先
生

鈴木昇平先生 大西（医局） 12 99
4F
8時45分の深デレラ

のざと
ごちゃごちゃ壁はむりか
べ～

薬局
医薬品の発注漏れ、重複
を減らす

検査科
リフトコールのルールを
徹底

医局
突撃！医局のお昼ごはん‼

薬局
医薬品の発注漏れ、重複を減らす

4F
8時45分の深デレラ

9 2016 12月10日
QCサークル近畿支部：今北先生　松下先
生

鈴木昇平先生 槌井（検査） 16 111

薬局
病棟へ薬をわかりやすく
払い出そう！

6階
オムツ補充するけん、オ
ムツのコスト漏れなくさ
んば

のざと
迷わず受診できる診療所
～施設案内をわかりやす
くしよう～

検査
名無し検体をゼロに

3F:OMG ～つめたくせんと
いて～

血液浄化室
透析弁当をおいしく、無駄なく

相談室

退院支援加算Ⅰの算定数

を伸ばす

10 2017 12月9日
PL病院：田中みのり先生、日浦もとみ先
生

鈴木昇平先生 槌井（検査） 16 111

検査
名無し検体をゼロに
SEASON II
～血液培養ボトル～

感染防止委員会	
手指消毒回数の増加

6階病棟
退院時・退院後訪問のば
らつきをなくす
～訪問方法の取り組みを
分かりやすくする～

地域医療連携
診療情報提供書の返事率
を100％にする

医事課
救急搬送で来院した患者
の保険証提示・資格確認
の迅速・円滑化

血液浄化・臨床工学科血液浄化室における血液
汚染廃棄物を減らす

薬局

服薬指導件数を上げる

年 大会開催日 テーマ 講演・講師 実行委員長 事務局長 チーム数 大会参加者 優勝 2位 3位 4位 院長賞 槌井賞 落合賞 プレゼン賞

11 2018 12月8日 鈴木昇平先生 鈴木昇平先生 槌井（検査） 21 107

血液浄化室
血液浄化室における透析
中間管理時間の削減：時
間調整はんぱねえ！！

リハ科　回復期チーム
介護老人保健施設へのリ
ハサマリー送付率を100%
にする

薬局
電話の件数を減らす

臨床工学科
シャントトラブルを減ら
す～透析スタッフにおけ
る穿刺ノーミスを目指す
～

総合外来
採血時の溶血を減らす～
患者さんと看護師、検査
科の負担減を減らす～

医局

H：ほっとけない、P：人々

をH：ハッピーにするために

～もっと地域に出て行きた

い～

検査科
溶血検体を減らす

防災委員会

防災訓練を通じて防災意

識を向上させる～万が一

に対応できるように

12 2019 12月14日 ＰＬ病院：廣田有希子先生 鈴木昇平先生 槌井（検査） 18 90

放射線科
質の向上を目指して
胸部一般撮影の息止めの
バラツキをなくす

総合外来
総合外来受診患者の待ち
時間を考える

医事課
職員の外来未収の多さを
改善する

3階病棟＋リハ科
3階病棟における患者様の
離床時間をのばす

臨床工学科
心電図モニターのノイズ
アラームを減らす

血液浄化室
家庭血圧測定の推奨

①食養科
嚥下食の学会分類化と 院内周知率の向上！
②検査科＋健診課
健診受診者が 上手くまわれていない
③総務課
動線ストレスの削減 スムーズな対応

6階

ベッド周囲の整理整頓へ

の取り組み

13 2020 2021/3/6 鈴木昇平先生 鈴木昇平先生 槌井（検査） 17

医事課
入院の申し送りで意識改
革！

食養科
適切な嚥下食のマニュア
ル化と院内周知率の向
上！パート2

放射線科
放射線科の取り組み ～照
射前にSTOP!!～

総合外来
忘れないで！見捨てない
で！申し送って！

3階病棟　　　　　　　あ
なたの安全守りたい
～使えるケア表を求めて
～

血液浄化室

透析患者の運動に対する

意識調査とリハビリのす

すめ～　サルコペニアに

立ち向かう！私たちはど

うにかしていく　～


