
PL病院　QCサークル活動　テーマ一覧

サークル名 部署 テーマ

2018年度
 暖だん 看護部長室  院内共有の医療機器が必要な時に必要な患者に使えるようにしよう
 ママミルク ４階東病棟  長期入院患者の入院生活を快適にしよう～切迫流早産患者との関わりの見直し～
 こうのとり ４階東病棟  早く業務に取りかかろう
 ビルロート ４階西病棟  患者に集団リハビリを提供するシステムをつくろう！
 ぽんぽんがし ４階西病棟  看護必要度を正しく評価しよう
 ベビーラブ ５階東病棟  ＢＣＶを効率的にしよう　～患者の生活リズムに合わせて～
 花ずきんちゃん ５階東病棟  検体の提出間違いをなくそう
 こんぺいとう ５階西病棟  ナースコールボードからの情報をわかりやすくしよう
 ウロリン ５階西病棟  円滑に退院調整を行おう
 サイナスリズム ６階東病棟  受け持ち患者への個別性のある指導をしよう
 ピンクのぶた ６階東病棟  退院後の内服管理をしやすくしよう！
 クリーン ６階西病棟  クリーンルームのオリエンテーションを効果的に行い患者が安心して治療に臨めるようにしよう

 ファイト！　いっぱつ ６階西病棟  必要なケア物品を患者家族に分かりやすくしよう　～親切な情報提供に向けて～
 若葉 ７階東病棟  持参薬鑑別を有効に活用しよう
 しらゆり ７階東病棟  当病棟で取得できる診療報酬加算の取り漏れをなくそう
 さくら ７階西病棟  リハビリ期における患者のＡＤＬの早期拡大を目指す
 ミラーオブナース ７階西病棟  松葉杖の管理方法を見直す
 ８みつ ８階療養病棟  患者様が安心して転棟できる環境を整えよう
 みつ８ ８階療養病棟  リース紙おむつの発注を正確に行おう
 ＰＬのモナリザ 外来Ａチーム  インスリン材料を無駄なくお渡ししよう
 ひまわり 外来Ｂチーム  チーム内の小児科応援看護師を増やそう
 大和なでしこ 外来Ｃチーム  休憩をしっかり取ろう　～ゆとりを持って患者様に親切に対応するために～
 ピーチストロベリー 外来Ｄチーム  ゴミの分別をしよう　～古紙・箱ゴミの分別ができることで一般ゴミのコスト削減を目指す～

 ＨＯＲＮ 手術部・中材  術野で使用するポピヨードを適正使用しよう
 NEW ＨＯＲＮ 手術部・中材  術野で使用する薬剤を誰が見ても分かるようにしよう！
 愛　ｓｅｅ　ｙｏｕ ＩＣＵ  メディマットを適正に使用しよう
 インテンシブ ＩＣＵ  未使用のペーパータオルがホルダーから落ちて使用できなくなってしまうのを防ごう

 Ｊｉｎ 腎センター  患者自身が自己管理している臨時薬や頓用薬処方の希望時に円滑に対応できる

 α 放射線科  今より使いやすい離被架を作成してみよう。　～安全・快適なＸ線透視検査のために～

 ヤングα 放射線科  患者サービスのバラツキをなくそう。
 ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部  患者トイレからの緊急呼び出しにスムーズに対応しよう！
 ＢＩＳ－Ｓｉｘ 中央臨床検査部  順路案内票や外来受診票の見方を理解しよう （いつどこでだれが患者様から尋ねられても答えられる

 ＣＡＬ 中央臨床検査部  検査予約の取り決めを見直そう
 オバＱ 薬局  外来における抗がん剤の服薬指導を充実させよう！
 ドロンパ 薬局  ポリファーマシーを解消しよう
 臨工 臨床工学技士室  手術室のＭＥ機器の情報を共有しよう（操作方法やトラブル対応がわからないを減らそう）

 整理整頓 栄養科  物品請求をスムーズに行えるようにしよう
 毎日バナナ リハビリテーション科  医師のリハビリテーション依頼書が届いてから患者様へのリハビリ開始を早くしよう

 メーデー リハビリテーション科  患者様のリハビリ時間を明確にしよう
 Ｎｏ．１１８ 歯科  患者様に親切にしよう
 たんぽぽ 医事部入院管理係  入院費概算の問い合わせにスムーズに対応しよう
 ＧＡＴＴＵＲＩ 医事課外来管理係  べてらん君チェックを活用し、各科担当チェックを減らそう！
 ドライアイ 視能検査係  物品管理を確実に把握しよう
 リレーション 地域医療連携室  在宅療養後方支援病院の制度を知ってもらおう
 スマイリー 総務課医師事務作業補助係  内科外来における病名漏れ件数の削減
 ハード＆ソフト 管理課・資材課  備品の不具合を減らそう　～安心・安全な院内環境を目指して～
 こすもす 保育所  超過勤務時間を減らそう
 苺一笑 総合受付課  自動支払機から戻ってくる患者様の数を減らそう
 それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部  総合案内での対応を統一しよう
 ウェート・コントロー 健康管理課  ドックの所要時間を短縮しよう
 Ｔｈｅ Ｆｕｚｚｙ 情報システム部  標準化と管理の定着が継続できるＱＣサークル活動にしよう
 ワンダフル５ 部署職種横断サークル  待ち時間に対する案内ができるようにしよう

2017年度
 ママミルク ４階東病棟 成人急変時の対応を習得しよう
 こうのとり ４階東病棟 分娩直後から母児同室を開始しよう
 ビルロート ４階西病棟 ＳＰＤ物品の不足をなくそう
 ぽんぽんがし ４階西病棟 地域包括病棟への転棟時のオリエンテーションを統一しよう
 ベビーラブ ５階東病棟 入院を円滑に受け入れしよう　～担当患者の入院時の情報もれを減らそう～
 花ずきんちゃん ５階東病棟 患者・家族が安心して入院生活が送れる～ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの時間を短縮しよう～
 こんぺいとう ５階西病棟 皆で見直そう、物品管理
 ウロリン ５階西病棟 内服管理を徹底して内服間違いをなくそう
 サイナスリズム ６階東病棟 出棟時に安全・安楽に患者を送り出そう　～検査時の必要事項もれをなくすために～

 ピンクのぶた ６階東病棟 嚥下評価における水飲みテストの評価を全員できるようになろう
 クリーン ６階西病棟 化学療法時の曝露対策指導を統一しよう
 ファイト！　いっぱつ ６階西病棟 デイカンファレンスの有効活用　～患者さんにより親切な看護を提供するために～
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 若葉 ７階東病棟 物品不足を無くそう
 しらゆり ７階東病棟 正しい吸引手技を統一しよう　～看護者からの感染拡大を防ぐ～
 さくら ７階西病棟 使用後の寝具類の中に医療物品の紛れ込みをなくそう
 ミラーオブナース ７階西病棟 看護師と看護助手が共に行う入浴介助！
 ８みつ ８階療養病棟 床頭台を整理整頓して心地よい療養環境を提供しよう
 みつ８ ８階療養病棟 患者様の安楽となる体位変換を行おう
 ＰＬのモナリザ 外来Ａチーム 外科抗癌剤療法中患者の在宅介入の件数を増やそう
 ひまわり 外来Ｂチーム 骨骨（コツコツ）治療の業務を改善しよう～適切な指導ができる看護師を増やそう！～

 大和なでしこ 外来Ｃチーム 養育支援システムの統一した対応ができるようにしよう！　
 ピーチストロベリー 外来Ｄチーム 大腸内視鏡検査を受ける患者様の待ち時間に関するお問い合わせを減らそう
 ＨＯＲＮ 手術部・中材 ９時入室手術の器械台の整理をできるようにしよう！
 NEW ＨＯＲＮ 手術部・中材 ガーゼカウントを分かりやすくしよう！～体内遺残することなく、より安全な手術を提供するために～

 愛　ｓｅｅ　ｙｏｕ ＩＣＵ 心身の安静を提供できる環境を目指そう～HCUにおける特殊環境での面会に対する満足度をあげよう～

 インテンシブ ＩＣＵ ＨＣＵダイアリーで鎮静中の記憶を甦らせよう！～ＰＩＣＳ集中治療後症候群の予防を目指して～

 Ｊｉｎ 腎センター 朝の穿刺前の業務改善の取り組み　～敏速な穿刺開始を目指して～
 α 放射線科 一般撮影室における負担を軽減しよう
 ヤングα 放射線科 一般撮影における膝関節立位撮影方法を改善しよう
 ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部 時間外における停電や機器故障などの対策を立てよう
 ＢＩＳ－Ｓｉｘ 中央臨床検査部 時間外検査で頻度の少ない検査の不安を減らそう　～グラム染色～
 ＣＡＬ 中央臨床検査部 人間ドックの生理検査をスムーズにしよう
 オバＱ 薬局 小児科の薬について困っていることをなくそう
 ドロンパ 薬局 調剤室での窓口電話対応をスムーズにしよう
 臨工 臨床工学技士室 腎センターでの穿刺業務を円滑にしよう！
 整理整頓 栄養科 災害時の対応の不安を軽減しよう
 毎日バナナ リハビリテーション科 ﾘﾊﾋﾞﾘ室の時間帯による混雑のムラをなくそう　～在室患者数に着目して～
 メーデー リハビリテーション科 外科、泌尿器科患者様の退院時指導の漏れを無くそう
 Ｎｏ．１１８ 歯科 患者様に親切にしよう
 たんぽぽ 医事部入院管理係 患者調査票の入力エラーを減らそう
 ＧＡＴＴＵＲＩ 医事課外来管理係 計算終了の問い合わせを減らそう
 ドライアイ 視能検査係 コンタクトレンズの正しいケア方法を指導しよう！
 リレーション 地域医療連携室 医療介護施設・在宅サービスのファイルを使いやすくしよう！
 スマイリー 総務課医師事務作業補助係 患者様の診察後の案内を的確にしよう！　～会計までの問い合わせ件数を減らす～

 ハード＆ソフト 管理課・資材課 物品の請求間違いを減らそう
 こすもす 保育所 おいしく楽しく食事をしよう
 苺一笑 総合受付課 会計待ちの問い合わせを減らそう
 それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 職員の勤怠に関する問い合わせを減らそう
 ウェート・コントロー 健康管理課 人間ドック健診中の検査の進み具合がわかるようにしよう
 Ｔｈｅ Ｆｕｚｚｙ 情報システム部 重要な処理を担っているパソコンの問題発生時に不安なく対処できるようにしよう

 Ｆｉｖｅ Ｑｕｅｅｎ 部署職種横断サークル ベッドコントロールを適切にしよう
 ﾁｰﾑ ｱﾍﾞﾝｼﾞｬｰｽﾞ 部署職種横断サークル 退院支援をスムーズにしよう～地域包括病棟転棟時に向けての情報伝達不足を減らすために～

2016年度
 ママミルク ４階東病棟 助産録作成時の作業工程数を削減しよう
 こうのとり ４階東病棟 母親が主体的に育児ができるようにしよう
 ビルロート ４階西病棟 SPDの過不足をなくそう！
 ぽんぽんがし ４階西病棟 災害時に対応できるようにしておこう！　～南海トラフへ向け患者の安全を守ろう！～

 ベビーラブ ５階東病棟 カンファレンスを充実させよう
 花ずきんちゃん ５階東病棟 生活指導を充実させよう
 こんぺいとう ５階西病棟 看護師と看護助手における業務の効率化
 ウロリン ５階西病棟 経尿道的手術患者の術後1日目における安静解除までの苦痛の軽減
 サイナスリズム ６階東病棟 パンフレットを用いた心不全患者への指導を定着させよう！
 ピンクのぶた ６階東病棟 TENAのコストを確実に取ろう！
 クリーン ６階西病棟 抗がん剤による曝露からスタッフ・患者を守ろう　～曝露ゼロを目指して～
 ファイト！　いっぱつ ６階西病棟 他院の持参薬をわかりやすく管理できるようにしよう　～準備・確認時間を削減しよう～

 若葉 ７階東病棟 感染対策が必要な時に患者・家族へ説明できるようにしよう
 しらゆり ７階東病棟 個別性のある口腔ケアをできるようにしよう
 さくら ７階西病棟 患者のＡＤＬに合わせた援助を行おう。
 ミラーオブナース ７階西病棟 異常時に使用した薬剤の実施入力漏れをなくそう！
 ８みつ ８階療養病棟 業務内容を見直して残業をなくそう
 みつ８ ８階療養病棟 受け持ち患者様のケアする時間を増やそう
 ＰＬのモナリザ 外来Ａチーム 外科外来の業務改善を行おう。　～患者ケア以外の業務を削減しよう～
 ひまわり 外来Ｂチーム 皮膚科の患者様、安心してください！　～効果的なトリアージを行おう～
 大和なでしこ 外来Ｃチーム 泌尿器科外来の業務を見直し、仕事の効率を上げよう！
 ピーチストロベリー 外来Ｄチーム ディスポ製品・治療物品の期限切れや準定数の無駄をなくそう！！
 ＨＯＲＮ 手術部・中材 外科腹腔鏡手術準備時の材料の不足をなくそう
 ナイスミドル 手術部・中材 器材の洗い残しをなくそう
 NEW ＨＯＲＮ 手術部・中材 ﾗﾃｯｸｽｱﾚﾙｷﾞ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案できるために～
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 愛　ｓｅｅ　ｙｏｕ ＩＣＵ 小児救急ワゴンの気管内挿管物品を使いやすく見直そう。
 インテンシブ ＩＣＵ 人工呼吸器装着患者への統一した口腔周囲筋運動の介入
 Ｊｉｎ 腎センター ベット周囲をすっきりと　～患者様の使用物品と医療材料の混在を無くす～
 α 放射線科 時間外での放射線科の流れをスムーズにしよう
 ヤングα 放射線科 担送患者様の透視台への移動時間の短縮。（円滑な透視台への移動をめざして）

 ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部 当直におけるデータ転送の不安を解消しよう。
 ＢＩＳ－Ｓｉｘ 中央臨床検査部 日勤・当直帯での抗体量に対する不安をなくそう。
 ＣＡＬ 中央臨床検査部 皆の業務のバラツキをなくそう
 オバＱ 薬局 外来麻薬の服薬指導を充実させよう！
 ドロンパ 薬局 ハイリスク薬のアセスメントを充実させよう
 臨工 臨床工学技士室 腎センターにおける臨床工学技士の災害対策の向上
 整理整頓 栄養科 栄養指導の件数を増やそう
 毎日バナナ リハビリテーション科 歩行訓練時のインシデント・アクシデント報告数を減らす
 メーデー リハビリテーション科 リハビリアンケートの回収率をあげよう
 Ｎｏ．１１８ 歯科 歯科受診をされる患者様が困っている事を減らそう
 たんぽぽ 医事部入院管理係 保険請求ルールの情報を共有しよう！
 ＧＡＴＴＵＲＩ 医事課外来管理係 入退院フロントの待ち時間を減らそう
 ドライアイ 視能検査係 検査中に待ち合いからの問い合わせ件数を減らそう！
 リレーション 地域医療連携室 病棟看護師の退院支援への関心を高めよう
 スマイリー 総務課医師事務作業補助係 介護保険主治医意見書をお渡しするまでの期間短縮 ～患者様により早く介護ｻｰﾋﾞｽを利用していただくために～

 ハード＆ソフト 管理課・資材課 電力削減に取り組もう　（ベンティエールを正しく稼動させ省エネに取り組もう）

 こすもす 保育所 年齢に合った遊びを充実させよう
 苺一笑 総合受付課 拾得物に関する患者様からの問い合わせ時間を短縮しよう
 それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 図書の返却業務にかかる時間を削減しよう
 ウェート・コントロー 健康管理課 ドック支払い料金に対するお問い合わせをなくそう
 Ｔｈｅ Ｆｕｚｚｙ 情報システム部 担当者不在時、他部署に迷惑をかけないようにしよう

2015年度
 ママミルク ４階東病棟 ＭＲＳＡの発生を防ごう！
 こうのとり ４階東病棟 産科危機的出血に迅速に対応しよう
 ビルロート ４階西病棟 ゴミを正しく分別しよう
 ぽんぽんがし ４階西病棟 処置室の環境を見直そう
 ベビーラブ ５階東病棟 転倒・転落を減らそう
 花ずきんちゃん ５階東病棟 病棟のレクリエーションを充実させよう
 こんぺいとう ５階西病棟 血尿スケールを見直そう　～患者さんの不安を取り除く指導ができるために～
 ウロリン ５階西病棟 看護師と看護助手の共同業務を充実させ患者さんに安心で安全な看護を提供しよう

 サイナスリズム ６階東病棟 患者の個々に合った安全な療養環境を整えよう
 ピンクのぶた ６階東病棟 口腔ケアを統一しよう
 クリーン ６階西病棟 ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ
 ファイト！　いっぱつ ６階西病棟 患者様に必要な処置を正しく実施しよう
 若葉 ７階東病棟 病状説明時の看護師の同席率を上げよう　～患者や家族の思いを看護に生かそう～

 しらゆり ７階東病棟 摂食嚥下に関する知識を向上しアセスメント能力を高めよう
 さくら ７階西病棟 入院時オリエンテーションを統一しよう
 ミラーオブナース ７階西病棟 １回配薬の患者の内服を確実にしよう
 ８みつ ８階療養病棟 患者様の安眠を防げない体位変換をしよう
 みつ８ ８階療養病棟 患者様の拘縮を予防する為にポジショニングを見直そう
 ＰＬのモナリザ 外来Ａチーム 耳鼻科外来診察終了後の後片ずけを効率的に行おう
 ひまわり 外来Ｂチーム 皮膚科・形成外科の滅菌器材の紛失を防ごう
 かたつむり 外来Ｃチーム 成長ホルモンの自己注射指導が行えるようにしよう！！
 ピーチストロベリー 外来Ｄチーム 大腸内視鏡検査における鎮静剤使用後の患者看護をより安全安楽に実施しよう！

 ＨＯＲＮ 手術部・中材 患者に安全な継続看護を提供しよう！　～手術患者退室時の申し送りを見直す～

 ナイスミドル 手術部・中材 物品管理カードの取扱いを見直そう！
 NEW ＨＯＲＮ 手術部・中材 患者のニーズを把握した術前説明をしよう！！
 愛　ｓｅｅ　ｙｏｕ ＩＣＵ ベッドサイドのパソコンを有効に活用し、患者様の傍にいる時間を増やそう
 インテンシブ ＩＣＵ 呼吸器チェックリストを見直そう！　～統一した呼吸器チェックを目指して～
 Ｊｉｎ 腎センター 透析治療時のミスをなくそう　　～除水設定ミスを早期に発見しよう！～
 α 放射線科 ポータブル業務の改善
 ヤングα 放射線科 一般撮影における膝関節軸位撮影方法を改善しよう
 ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部 細菌検体（喀痰）の検体を標準化しよう
 ＢＩＳ－Ｓｉｘ 中央臨床検査部 中検の備品の場所をわかりやすくしよう　～日勤・当直時で困ったことを減らそう～

 ＣＡＬ 中央臨床検査部 病棟のエコー検査をスムーズにしよう
 オバＱ 薬局 薬剤管理業務を見直そう！
 ドロンパ 薬局 患者様への情報提供を充実させよう
 臨工 臨床工学技士室 情報共有を円滑・確実に行う！
 整理整頓 栄養科 アレルギーチャレンジテスト実施後の食事指導を実現する
 毎日バナナ リハビリテーション科 患者様退院に伴う事務処理の漏れを無くす
 メーデー リハビリテーション科 病棟での出来るＡＤＬとしているＡＤＬの差を減らそう　～「移乗」・「移動」に着目して～
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 Ｎｏ．１１８ 歯科 チェアーを綺麗に使おう
 たんぽぽ 医事部入院管理係 特定治療材料をわかりやすくしよう
 ＧＡＴＴＵＲＩ 医事課外来管理係 受診後の患者様の流れをスムーズにしよう！！
 ドライアイ 視能検査係 不在患者様の帰ってきた時間を把握し検査、診察をスムーズにしよう
 リレーション 地域医療連携室 地域医療に関する情報をスタッフ全員で情報共有しよう
 スマイリー 総務課医師事務作業補助係 次回検査の指示もれをなくそう！
 ハード＆ソフト 管理課・資材課 資材物品の受け取りをスムースにしよう！
 こすもす 保育所 運動機能の発達を促そう
 苺一笑 総合受付課 職員に自動支払機を使ってもらおう
 それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 物品貸出をスムーズにしよう
 ウェート・コントロー 健康管理課 ドック予約時間から、初めの検査までの待ち時間を減らそう
 Ｔｈｅ Ｆｕｚｚｙ 情報システム部 パソコン操作に関する問い合わせを減らそう
 診療情報 診療情報管理課 紙カルテ保管棚を整理しよう
 サザンクロス 部署職種横断サークル 来院患者に対して接遇をよくしよう

2014年度
ママミルク ４階東病棟 事故を起こさないように意識を高めよう
ビルロート ４階西病棟 私たちの保清で患者様の不快指数を減らそう
ベビーラブ ５階東病棟 新生児の育児指導の進行状況をわかりやすくしよう！
こんぺいとう ５階西病棟 回診車を見直そう
サイナスリズム ６階東病棟 誤薬をなくそう
クリーン ６階西病棟 THE CV 固定！　～効果的なCV固定方法を確立し患者のストレスを軽減しよう～
若葉 ７階東病棟 TAE等、治療を患者がイメージして安心して受けられるようにしよう！
さくら ７階西病棟 オムツのコスト漏れをなくそう
８みつ ８階病棟 抑制のない療養生活を目指して
愛 see you ＩＣＵ 周手術期患者の入室前後の思いを知り、看護に生かそう！
ＮＥＷ ＨＯＲＮ 手術部・中材 ベッドの選択間違いをなくそう
ピーチストロベリー 外来Ｅチーム 放射線科検査に関する造影剤問診票・同意書の取り扱いをスムースにしよう！
ＰＬのモナリザ 外来Ａチーム 看護師が適切に第一トリアージを行おう
かたつむり 外来Ｄチーム マタニティーブルーソコアのハイリスク患者に対して１ヶ月健診以降のフォローする体制を作ろう！

ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部 検体の採り直しをなくそう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 至急エコー検査をスムーズにしよう
α 放射線科 一般撮影室の効率化
メーデー リハビリテーション科 回覧物の滞りをなくす
ドロンパ 薬局 院内採用医薬品を見直そう
リレーション 地域医療連携室 医療機関情報システムをバージョンアップしよう！　～医療機関情報ｼｽﾃﾑをもっと活用してもらうために～

たんぽぽ 医事部入院管理係 適切な傷病名コーディングをしよう （部位・詳細不明コードの使用率を減らそう）

The Fuzzy 情報システム部 気軽に声をかけやすい職場をめざそう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 至急請求を減らそう！
ウェート・コントロール 健康管理課 担当外の業務をスムーズに行おう
スマイリー 総務課医師事務作業補助係 案内用紙を分かりやすくしよう　～検査・処置に来られた患者様が混乱しない為に～
NO118 歯科 歯科材料の管理を徹底するために！
誤認ふせぐんじゃー 部署職種横断サークル 採血時の患者誤認をなくそう
コウノトリ ４階東病棟 母乳育児に関わるスタッフの意識と知識の向上～他部門との連携を深め協力して母子を支えるために～

ウロリン ５階西病棟  あーびっくり感染ボックスにこんなものが　～決められた物を決められたように捨てられるようになろう～

ひまわり 外来Ｂチーム 物品が分かりにくく棚おろしに悪戦苦闘！　棚おろしにかかる時間を短縮しよう
みつ８゛ ８階療養病棟 患者様の特浴の進め方を見直そう（看護師と看護助手の誘導の連携を図ろう）
整理整頓 栄養科 残食量を減少させる
ヤングα 放射線科 受付業務をわかりやすくしよう（内視鏡含む）
こすもす 保育所 保育士間の情報交換のやり方を見直そう。
しらゆり ７階東病棟 退院調整を円滑にしよう！　～総合機能評価チェック票の活用～
ぽんぽんがし ４階西病棟 退院時の忘れ物をなくそう
インテンシブ ＩＣＵ 呼吸器装着患者様に適切なリハビリを行おう ～看護師のできるリハビリを充実させよう～

ＨＯＲＮ 手術部・中材 術中に発生する内視鏡器機のトラブルをなくそう
Ｊｉｎ 腎センター ｼｬﾝﾄ造影・ｼｬﾝﾄPTA治療における看護を充実させよう　～患者様に安全・安楽な治療を受けて頂くために～

オバＱ 薬局 一包化調剤をスムーズにしよう
ＢＩＳ-ｓｉｘ 中央臨床検査部 髄液の細胞の鑑別を分かり易くしよう（当直・日勤時の一般検査での問い合わせや検査で困ったことを減らそう）

ＧＡＴＴＵＲＩ 医事課外来管理係 算定ミスを減らそう！
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 総合案内での対応を統一しよう
花ずきんちゃん ５階東病棟 点滴刺入部の異常の早期発見をしよう
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 ストップ！　もちこみ菌！！　～患者様の身の回り物を減らそう～
ピンクのぶた ６階東病棟 処置室の注射台を清潔に保とう！！
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 ナースコールを効率よく使用しよう　～患者への説明を徹底して～
大和なでしこ 外来Ｃチーム 患者誤認を防ごう
臨工 臨床工学技士室 透析物品のコストを削減しよう！！
毎日バナナ リハビリテーション科 業務時間内にカルテ記入をしよう！オンタイムに他部署とリハビリ情報を共有するた
ドライアイ 視能検査係 検査室、診察室の場所を分かりやすくしよう。
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苺一笑 総合受付課 自動支払機の診察券・領収書の取り忘れを減らそう。

2013年度
コウノトリ ４階東病棟 新生児蘇生をできるようにしよう
Ｒ－Ｙ ４階西病棟 全身麻酔で手術を受けた患者様の口渇を減らそう
ウロリン ５階西病棟 患者様に必要な清潔ケアを充実させよう
ひまわり 外来Ｂチーム 抗がん剤治療を安全に行う～抗がん剤治療が煩雑・危険！！～
みつ８゛ ８階療養病棟 陰部洗浄時でのベット汚染を少なくしよう
整理整頓 栄養科 アレルギー対応業務を効率よく行おう
ヤングα 放射線科 情報システム部への『画像処理依頼』の件数を減らそう
こすもす 保育所 トイレトレーニング方法を統一しよう
しらゆり ７階東病棟 高吸収オムツ（TENA）を正しく使いこなそう！
ぽんぽんがし ４階西病棟 ドレーン固定を見直そう
インテンシブ ＩＣＵ 物品の不足をなくそう　～ＳＰＯ管理の徹底～
ＨＯＲＮ 手術部・中材 感染性医療廃棄物（赤色のハザードボックス）を減らそう！！
Ｊｉｎ 腎センター 災害時の対応を全スタッフが自立できる
オバＱ 薬局 服薬指導を標準化しよう～吸入指導の統一を目指して～
ＢＩＳ-ｓｉｘ 中央臨床検査部 化学物質拡散による曝露を管理濃度まで減らそう　～ホルマリンの曝露量を減らそう～
ＧＡＴＴＵＲＩ 医事課外来管理係 医療費概算の問い合わせにスムーズに対応しよう！～患者様に安心して診療を受けていただくために～

それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 窓口対応をスムーズにしよう！
花ずきんちゃん ５階東病棟 ワゴンを整理整頓し、使いやすくしよう！
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 患者さんに安全で清潔な環境を提供しよう
ピンクのぶた ６階東病棟 入院診療計画書を回収しよう
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 歩行器・車イスの使用を効率よくしよう！！
大和なでしこ 外来Ｃチーム 外来患者の待ち時間を短縮しよう
臨工 臨床工学技士室 透析用物品の安全な管理を徹底しよう！！
毎日バナナ リハビリテーション科 作業室を有効利用する　～安全に使いやすい作業室にしよう～
ドライアイ 視能検査係 予約検査内容を理解してもらおう
苺一笑 総合受付課 保険証の提示を毎月してもらおう
ママミルク ４階東病棟 災害時に必要な備品を考えよう　～産科の災害対策を充実させる～
ビルロート ４階西病棟 内服薬のインシデントを減らそう！
ベビーラブ ５階東病棟 入院時オリエンテーションの説明もれを無くそう
こんぺいとう ５階西病棟 患者のADLの状態を誰が担当しても把握できるようにしよう
サイナスリズム（ストレス） ６階東病棟 退院支援・調整をアップデートさせよう～不安のない退院生活を目指して～
クリーン ６階西病棟 クリーンルーム入室時のオリエンテーションを統一しよう
若葉 ７階東病棟 化学療法をしている患者へ指導を充実させよう
さくら ７階西病棟 寝衣の使用状況をわかりやすくしよう
８みつ ８階病棟 抑制を見直そう
愛 see you ＩＣＵ ドレーン・チューブ類の自己抜去をなくそう
ＮＥＷ ＨＯＲＮ 手術部・中材 内視鏡手術機器の取り扱い不備による故障をなくそう
ピーチストロベリー 外来Ｅチーム 追加検査をスムーズに受け入れよう
ＰＬのモナリザ 外来Ａチーム 糖尿病性腎症Ⅱ～Ⅲa期の患者が同じレベルの指導を受けられるようになろう！
かたつむり 外来Ｄチーム 産婦人科外来の診療待ち時間を短縮しよう！
ぐりこふぁーじ（グリコ） 中央臨床検査部 像至急に対して臨床の要望にそった鏡検をしよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 検査受付との連携を蜜にしよう
α 放射線科 一般撮影の節電をする
メーデー リハビリテーション科 リハビリで調理練習を取り入れやすくする　～屋上庭園で収穫できる野菜を有効活用する～

ドロンパ 薬局 注射薬の配合変化に強くなろう
リレーション 地域医療連携室 施設の資料を常に使いやすくしよう～患者さんとスタッフにもっともっと優しい部署を目指して～

たんぽぽ（レインボー） 医事部入院管理係 DPC患者調査票の入力漏れ・エラーを減らそう
The Fuzzy 情報システム部 パソコンのセキュリティ管理をしよう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 外来患者用車椅子の管理を徹底しよう！
ウェート・コントロール 健康管理課 予約枠の残数を減らそう！
スマイリー 総務課医師事務作業補助係 内科外来での書類の完成を早くしよう
118 歯科 患者様からの予約電話の時間を短縮しよう。
ＣＦＴ 部署職種横断サークル 「選ばれる病院に！」～初診患者数を増やそう～

2012年度
α 放射線科 人間ドックの流れを良くしよう！～受付から胃透視まで～
CAL 中央臨床検査部 時間外の心電図検査実施をわかりやすくしよう
ベビーラブ ５階東病棟 物品の不足をなくそう～スタッフ全員がわかる物品管理を目指して～
ウェート・コントロール 健康管理科 お支払いについての窓口での問い合わせ件数を減らそう
さくら ７階西病棟 チーム内で統一した新人指導を行おう
若葉 ７階東病棟 肝動脈塞栓術の合併症を起こさないよう安全で統一した看護をしよう
８みつ ８階病棟 看護助手間の申し送りを正確にしよう～患者様の情報伝達をスムーズにしよう～

たんぽぽ（レインボー） 医事課入院管理係 限度額適用認定証の提出率をあげよう
The Fuzzy 情報システム部 部署内業務マニュアルを整備しよう
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こんぺいとう ５階西病棟 耳鼻咽喉科の退院指導を統一しよう!!
リレーション 地域医療連携室 他院から診療予約にかかる時間を短縮しよう～患者の待ち時間もっともっと減らすために～

ピーチストロベリー 外来Cチーム 患者様へのケアに集中できるよう、検査中の電話対応を減らそう
ＰＬのモナリザ 外来Aチーム 家に帰っても困らない検査説明をしよう
サイナスリズム（ストレス） ６階東病棟 心不全患者の指導を充実させよう!!
ドロンパ 薬局 薬剤の適正使用を推奨しよう！～腎機能低下時の薬剤を中心に～
愛　see　you ICU 術後ICU入室に伴う不安を最小限にしよう！
ハード＆ソフト 管理課・資材課 医療廃棄物処理費の削減を目指そう
ママミルク ４階東病棟 アクションカードを作ろう～産科の災害対策を考える～
メーデー リハビリテーション科 休みの時、単位数の減少をくい止めよう～OT(作業療法士）の仕事の効率を上げよう～

クリーン ６階西病棟 患者様が土曜日・日曜日もシャワー浴できるようにしよう！
ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部 患者属性画面をうまく活用しよう
ビルロート ４階西病棟 デスカンファレンスを実施しよう
スマイリー 総務課医師事務作業補助係 患者様に中待合室の仕組みを分かって頂こう
かたつむり 外来B-2 パンフレットを活用し統一した看護を提供しよう
こうのとり ４階東病棟 母乳育児に対するスタッフの知識・技術の向上
ぽんぽんがし ４階西病棟 術前オリエンテーションを分かりやすくしよう
ルーワイ ４階西病棟 これで安心！化学療法～導入から退院まで統一した関わりを～
花ずきんちゃん ５階東病棟 感染隔離中の入院患児に遊びを提供しよう
ウロリン ５階西病棟 効果的な座位保持姿勢を取ろう
ピンクのぶた ６階東病棟 退院支援調整を充実させよう！
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 受け持ち看護師を意識しよう！
しらゆり ７階東病棟 皮膚剥離を軽減しよう～めざせツルツル肌～
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 転倒・転落を予防しよう！
みつ８" ８階病棟 受け持ち患者様の介護計画を充実させよう
Ｊｉｎ 腎センター 腎センター内で感染が広がらないようにしよう
HORN 手術部・中央材料室 看護師と看護助手の業務分担を明確化しよう
ひまわり 外来A-2チーム 受診時にお薬手帳、薬剤情報書を持参してもらおう！
大和なでしこ 外来B-1チーム ギプス固定中の患者様の安楽をめざして…
インテンイブ ICU 小児科の入院の受け入れをスムーズにしよう
BIS-six 中央臨床検査部 一般検査の感染性廃棄物容器の廃棄数を減らそう!!
オバQ 薬局 外来調剤時間を確保しよう
ヤングα 放射線科 腹部側臥位撮影の効率をあげよう！
毎日バナナ リハビリテーション科 水中運動療法機器（アクアサイザー）を有効利用しよう!!
整理整頓 栄養科 食事箋の処理を効率よく行おう
臨工 臨床工学技士室 透析用コンソール周辺をキレイにしよう！
医事課 GATTURI（JOB START） 入退院フロント業務日報を簡素化し、時間を短縮しよう!!
苺一笑 総合受付課 初診・再診等の案内を分かり易くする
ドライアイ 総務課視能検査係 白内障手術後患者様の連続装用コンタクトレンズの見直し
それやれ！ORIGIN 総務部 職員健診をスムーズに実施しよう！
こすもす 保育所 子どもの情報を共有しよう
2011年度
HORN 手術部・中央材料室 婦人科鏡視下手術の鉗子の取り扱いができるようにしよう
コウノトリ ４階東病棟 医療廃棄物を減らそう～スタッフの意識改革～
インテンシブ ICU 不必要なビニール袋の使用枚数を減らそう！
大和なでしこ 外来B-1 トリアージで患者様の安全を確保しよう！
BIS-six 中央臨床検査部 問い合わせ電話の間違いを減らそう
ぽんぽんがし ４階西病棟 昼のカンファレンスを充実させよう
こすもす 保育所 絵本や紙芝居を活用させよう
オバQ 薬局 外来注射薬ストックを見直そう！
毎日バナナ リハビリテーション科 指定休時、予定表画面での患者様の割り振りをスムースにしよう
整理整頓 栄養科 みそ汁の塩分濃度のバラツキをなくそう
花ずきんちゃん ５階東病棟 隔離患児・家族に安全な療養環境を提供しよう！～二次感染撲滅を目指して～

ファイト！いっぱつ ６階西病棟 クリーンルームのオリエンテーションを統一しよう!!
ウロリン ５階西病棟 患者管理板を見て必要最小限の患者情報を把握できるようにしよう！
ピンクのぶた ６階東病棟 内服薬の管理を統一しよう～オーダー状況状にない内服薬（他院薬）の入力方法を統一しよう～

ルーワイ ４階西病棟 口腔内をきれいにKEEP＜口腔ケア方法を統一しよう！＞
Jin 腎センター 転院サマリーの内容を充実させよう～当院での看護を他院で継続して頂くために～

ドライアイ 視能検査係 眼科検査機械点検を見直そう
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みつ８" ８階病棟 患者様に打撲や表皮剥離のない車いす移乗を行おう
ヤングα 放射線科 放射線科処置室洗面台の環境を整えよう
GATTURI（JOB START） 医事課　外来管理係 入退院フロントの混雑を緩和する！
それやれ！ORIGIN 総務部 超過勤務時間を減らそう！
ひまわり 外来A-2 皮膚科外来の手術説明を統一しよう！！
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 パソコンを効率的に利用しよう
しらゆり ７階東病棟 患者・医療従事者に安全な吸引を行おう
ママミルク ４階東病棟 妊娠中の異常で入院された妊婦様へのオリエンテーションを充実させよう
ビルロート ４階西病棟 面会時間制限を守ってもらおう！
ベビーラブ ５階東病棟 バーコードを活用し、視覚による安全確認をしよう！！
こんぺいとう ５階西病棟 病室で排泄行為が行われている患者周囲の環境を整えよう
サイナスリズム（ストレス） ６階東病棟 針の混入をなくそう！
クリーン ６階西病棟 患者さんに入院の目的・期間を知ってもらおう！
若葉 ７階東病棟 ビニール袋（小）の使用量を減らそう（感染を意識して）
さくら ７階西病棟 患肢にあわせたベッドの位置を徹底しよう
８みつ ８階病棟 ベッドで使う体交枕と車椅子使用時に使う車椅子用枕をわかりやすくしよう
愛 see you ICU ごみの分別を徹底しよう～誤針を０にしよう！～
NEW　HORN 手術部・中材 小児カートのチェック時間を短縮しよう!!
ＰＬのモナリザ 外来A-1チーム 内科受付に来られた患者様の状態に応じた対応をしよう
かたつむり 外来B-2チーム ママ♥ベビー　ハッピー健診～産婦人科１週間健診から小児科１ケ月健診への継続看護～

ピーチストロベリー 外来Cチーム 予約検査の待ち時間によるイライラを減らそう！！
グリコファージ（グリコ） 中央臨床検査部 採尿窓口で患者様に呼ばれる回数を減らそう！
CAL 中央臨床検査部 検査室の室内温度を管理しよう
α 放射線科 放射線科の受付不在を減らそう！
メーデー リハビリテーション科 リハビリ実施計画書をスムーズに作成する
ドロンパ 薬局 薬局訪問者への対応をスムーズにしよう！！
リレーション 地域医療連携室 急性期病棟等退院調整加算のとりもれをふせごう！～チーム医療をもっともっと深めるために～

たんぽぽ（レインボー） 医事部入院管理係 入院マニュアルを見直そう
The Fuzzy 情報システム部 医師スケジュール変更作業を効率的にしよう！
ハード＆ソフト 管理課・資材課 病棟の汚染カーテンをスムーズに変更しよう
ウェート・コントロール 健康管理科 問い合わせ対応の時間を短くしよう
スマイリー 総務課　医師事務作業補助係 病名漏れを少なくしよう
2010年度
ベビーラブ ５階東病棟 点滴固定方法を定着させよう
ビルロート ４階西病棟 臭いのある清拭タオルをなくそう!!
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 眼科の車椅子入室を円滑にしよう!!
ＰＬのモナリザ 外来 心臓リハビリテーションの認知度をあげよう！
メーデー リハビリテーション科 日数表を早く提出する!!
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ 情報システム部 緊急時（電子カルテが止まる）の対応を統一しよう！
α 放射線科 フィルム出しのコストを削減しよう！～他院のＣＴ及びMRI検査の場合～
８みつ ８階病棟 適切なポジショニングを実施しよう
クリーン ６階西病棟 患者様の入浴回数を増やそう！
リレーション 地域医療連携室 後方支援をもっともっと充実させよう
たんぽぽ（レインボー） 医事部 入院費預かり金の精算連絡をなくそう
かたつむり 外来B-1 産婦人科外来の待合室を快適に
ママミルク ４階東病棟 節電でエコロジーに貢献しよう～照明器具を適切に使おう～
こんぺいとう ５階西病棟 透析患者の飲水管理を把握しよう
ドロンパ 薬局 簡易懸濁法を広めよう！
ぐりこふぁーじ（グリコ） 中央臨床検査部 外来採血の検体を早く処理しよう～検体置き場の放置検体を減らそう～
ハード＆ソフト 管理課・資材課・保安課 （毎週水曜日の）資材物品の払い出し時間を短くしよう
ピーチストロベリー 外来Cチーム 上部内視鏡検査で使用する消耗品の使用量を検討し、コストを削減しよう
ウェート・コントロール 健康管理科 ドック受診者の満足度を高めよう
CAL 中央臨床検査部 心電図ペーパーの使用量を減らそう
サイナスリズム（ストレス） ６階東病棟 看護必要度の入力を正確にできるようにしよう
さくら ７階西病棟 自立シャワー浴の時間を決めよう
若葉 ７階東病棟 注射・採血時に手袋をしよう
コウノトリ ４階東病棟 ベビーの補水に使用しているブドウ糖の無駄を削減しよう
ぽんぽんがし ４階西病棟 ガーゼの臨時請求をなくそう
愛　see you ＩＣＵ 薬品の管理を確実にしよう
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インテンシブ ＩＣＵ 手術後の患者様の受け入れをスムーズにしよう
Ｊｉｎ 腎センター 転入・導入患者様の指導を充実させよう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 滅菌手袋の無駄をなくそう
ひまわり 外来A-2 処置に関する無駄をなくそう!!
大和なでしこ 外来B-2 安全・安楽な移動を!!～これでラクラク楽ちん移動～
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 細菌・病理依頼箋を正しく提出してもらおう
オバＱ 薬局 医療物品を見直そう！
ヤングα 放射線科 ＣＴ造影検査時の問題点を解決しよう
毎日バナナ リハビリテーション科 リハビリテーション総合実施計画書のコストもれを減らそう
整理整頓 栄養科 産婦人科の食事内容を見直そう
臨工 臨床工学技師室 輸液ポンプ・シリンジポンプの貸し出し・返却をわかりやすくしよう
医事部（外来管理係） ＧＡＴＴＵＲＩ（ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ） 紙の無駄を減らそう!!
ドライアイ 視能検査係 眼圧測定記録用紙の使用頻度を減らそう（コスト削減をめざして）
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 コピー機にかかるコスト削減をしよう！～私達にもできる身近なところからコスト削減～

こすもす 保育所 登所持に落ち着いた受け入れをしよう
花ずきんちゃん ５階東病棟 感染児と非感染児の沐浴をスムーズにしよう!!
ウロリン ５階西病棟 常備薬の定数を見直そう
ピンクのぶた ６階東病棟 患者様が体重の自己管理を行えるようにしよう
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 青シーツを効率よく使いコストを削減しよう!!
しらゆり ７階東病棟 目指せ!省エネ！－電気のムダを減らそう－
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 手術のオリエンテーション書類を整理整頓しよう!!
みつ８" ８階病棟 患者様の排泄表を正確に記入しやすくしよう
2009年度
ぽんぽんがし ４階西病棟 回診時のスタンダードプリコーションを徹底しよう
オバQ 薬局 薬品の在庫管理を見直そう
ウロリン ５階西病棟 包交車を整理整頓しよう！
こすもす 保育所 保育観を統一しよう～発達に合った遊びをしよう～
GATTURI（JOB START） 医事部 外来情報伝票の使用枚数を減らそう！
ヤングα 放射線科 一般撮影室の運用効率を向上させよう
しらゆり ７階東病棟 手洗い回数を増やそう！！
大和なでしこ 外来 感染症患者様と他の患者様の接触時間の短縮～速やかにお家へ帰ろう～
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 吸引をスムーズに行えるようにしよう～必要物品を効率よく準備する為には～

ピンクのぶた ６階東病棟 内服薬の詰め間違いを減らそう
BIS-six 中央臨床検査部 人間ドックの便検査のキャンセルを少なくしよう
コウノトリ ４階東病棟 持続点滴患者様のシャワー時の処置を見直そう！！
毎日バナナ リハビリテーション科 カンファレンス、委員会、会議時に単位数を減らさないようにしよう
Jin 腎センター 透析終了時に関わるスタッフが来室時の状況と最新の情報を把握できる
ひまわり 外来 外来でのインフォームドコンセントについて考える!!～「がん？この患者様にどう対応したらいいんだろう？」～

フロント 医事部 入退院フロントの業務の効率化を図ろう！
それやれ！ORIGIN 総務部 医師への取次ぎ業務をスムーズにしよう！
HORN 手術部・中央材料室 鏡視下の器械の準備間違いをなくそう
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 膀胱留置カテーテル挿入中の患者様の感染予防をしよう！！
リレーション 地域医療連携室 営業活動をもっと２充実させよう
花ずきんちゃん ５階東病棟 ベッドサイドに置いたままにしてある使用済みオムツを無くそう！！～コロコロ撲滅を目指して～

ドライアイ 視機能検査係 業務終了後の機械点検を確実にしよう
みつ８” ８階病棟 療養病棟の遊びリテーションを充実させよう
臨工 臨床工学技師室 離脱セットを使いやすくしよう！！
整理整頓 栄養科 糖尿病患者様への食事指導を分かりやすくしよう
ママミルク ４階東病棟 ベビー板の転記ミスをなくそう！！
ビルロート ４階西病棟 血糖測定忘れをなくそう
ベビーラブ ５階東病棟 点滴固定の安全を見直そう！！
こんぺいとう ５階西病棟 術前オリエンテーションを効率良く行おう！！
サイナスリズム（ストレス） ６階東病棟 心臓カテーテル検査後の病状説明の陪席率を上げよう！
クリーン ６階西病棟 パイプ椅子の定位置を決めよう！
若葉 ７階東病棟 インスリン施行時の環境を整えよう
さくら ７階西病棟 面会時間を徹底しよう
８みつ ８階病棟 拘縮の進んでいる患者様に合った体位変換をしよう
のろまなカメさん 腎センター 勤務時間内の緊急透析をスムーズに開始しよう
NEW　HORN 手術部・中央材料室 手術用ベッドを迷わずに選択できるようにしよう！！
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ＰＬのモナリザ 外来Ａ－２チーム 内科・中央処置室の「カベ」をなくそう！
かたつむり 外来Ｂ－1チーム チーム内の応援を強化しよう！
ピーチストロベリー 外来Ｃチーム 内視鏡の安全な治療環境を整えよう！！
ＣＡＬ 中央臨床検査部 院内超音波機器の管理をしよう！！
ぐりこふぁーじ（グリコ） 中央臨床検査部 時間外検査の再検基準を決めよう！
α 放射線科 他院の予約を全員が迷わず入れられるようにしよう！
ドロンパ 薬局 薬袋を効率的に使おう！
メーデー リハビリテーション科 屋上庭園のリハビリコーナーを有効活用しよう！！
たんぽぽ（レインボー） 医事部入院医事グループ 面会者の病棟間違いを少なくしよう！
The Fuzzy 情報システム部 部署内で回覧される紙書類を減らそう！
ハード＆ソフト 管理課・資材課・保安課 電力引込用中継マンホール内に水が溜まらない様にしよう
ウェート・コントロール 健康管理科 ドックオプションのキャンセル、変更時のオーダー漏れをなくそう
2008年度
The Fuzzy 情報システム部 “ＰＬ病院メニュー”を院内情報の中心に！
リレーション 地域医療連携室 医療機関リストをもっと２活用してもらおう～地域とのつながりをよくするために～

若葉 ７階東病棟 インスリン施行時の環境を整えよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 電話応対による患者様のお待たせ時間を削減しよう
ママミルク ４階東病棟 病棟で使用しているビニール袋の無駄をなくそう
ドロンパ 薬局 注射薬の個人別臨時払い出し件数を減らそう
ストレス ６階東病棟 患者様に合った内服薬を管理しよう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 病棟ベッドコンセントの破損防止
クリーン ６階西病棟 インフォームドコンセントに同席しよう！～パート２～
さくら ７階西病棟 オーバーテーブル上の整理整頓をしよう
ピーチストロベリー 外来Cチーム 大腸内視鏡検査時の下肢の苦痛を軽減させよう！～お腹が張ってしんどいんだから、せめて足は楽に～

たんぽぽ（レインボー） 医事部入院医事グループ 病衣貸与を明確にしよう！
ベビーラブ ５階東病棟 遊びを取り入れた看護ケアをしよう！
のろまなカメさん 腎センター 透析終了後の患者様移送をスムーズにしよう
メーデー リハビリテーション科 不必要な電気使用を減らそう～コスト意識を高めるために～
ビルロート ４階西病棟 入院案内をスムーズにしよう
パチュリーローズ（ウェート･コントロール） 健康管理科 異常時の報告漏れをなくそう
α 放射線科 放射線科内で複数の検査がある患者様への受付での案内を明確にしよう！～一般撮影とＣＴ又はＭＲＩの検査の場合～

こんぺいとう ５階西病棟 ワゴンを整理整頓しよう！
NEW HORN 手術部・中材 術前説明の内容を統一しよう～術前パンフレットの有効活用～
８みつ ８階病棟 患者様の車椅子座位を快適にしよう
ぐりこふぁーじ（グリコ） 中央検査部 採血システムエラー発生時の復旧時間短縮を考える
ＰＬのモナリザ 外来Ａ－２チーム 看護師さん、私のそばにいてよ！　インフォームドコンセント（病状・治療方針の説明）に同席きしょう

コウノトリ ４階東病棟 授乳指導の基準化をはかろう
ぽんぽんがし ４階西病棟 内服誤薬をなくそう～一回配薬の渡し間違いをなくすためには～
花ずきんちゃん ５階東病棟 清潔援助を増やしてもっと快適に！！
ウロリン ５階西病棟 スタッフ全員で転倒転落のリスクのある患者を把握しよう～他のチームの患者の情報を共有するには～

ピンクのぶた ６階東病棟 ペースメーカーの退院指導を統一しよう！
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 クリーンルーム前室の物品の補充・点検をしよう
しらゆり ７階東病棟 すばやく出動！～機能的な処置室を目指して～
ミラー・オブ・ナース ７階東病棟 受け持ち看護師の意識を高めよう
みつ８” ８階病棟 床頭台の環境を整えよう！！
Ｊｉｎ 腎センター 指示受けを確実にし医療ミスを防止しよう
ＨＯＲＮ 手術部・中材 物品を取りに行く回数を少なくしよう！！
ひまわり 外来Ａ－１チーム 大腸内視鏡の説明時間をわかりやくす短くしよう
大和なでしこ 外来Bチーム 分娩予約管理を簡素化しよう
BIS-six 中央検査部 尿沈査の結果を有効に活用してもらおう　サブテーマ「コメント欄を見やすくしよう」

毎日バナナ リハビリテーション科 訓練用具・機器をスムーズに使えるようにしよう～物品の整理整頓をしよう～
ヤングα 放射線科 問診票待ちによる検査の滞りをなくそう！
オバQ 薬局 小児に関する薬の問い合わせにスムーズに答えよう
臨工 臨床工学技士室 透析準備物品のワゴンを簡素化しよう！！！
整理整頓 栄養科 個人対応献立の申し送り作成の負担を軽減しよう
GATTURI（JOB START） 医事部　外来計算グループ 自費物品の内容を明確にしよう！！！（これってなあに？？）
フロント 医事部　医事管理グループ 順路案内票・入院診療費請求案内書を計算窓口のトレーに入れてもらおう
ドライアイ 視能検査係 検査用紙の補充・物品請求を見直そう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 職員の皆様に自信を持って貸し出し機器の説明をしよう～親切な総務部を目指して～
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こすもす 保育所 玩具の安全点検をしよう
2007年度
整理整頓 栄養科 小児科の食事を改善しよう
ぽんぽんがし ４階西病棟 患者様が分かりやすいOP前オリエンテーションが行えるようにしよう
毎日バナナ リハビリテーション科 リハビリ室で待たれている患者様の状況を把握し、適切に対応しよう！
フロント 医事部 入退院フロントの混雑を緩和しよう
花ずきんちゃん ５階東病棟 入院時オリエンテーションを分かりやすくしよう
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 環境整備を見直し、患者様に安全で安楽な療養環境を！！
大和なでしこ 外来 退院したら外来へいらっしゃ～い
ドライアイ 視能検査係 コンタクト装用患者様への対応をスムーズにするには
しらゆり ７階東病棟 方交車の使用方法を見直そう
こすもす 保育所 保育士間の連絡もれをなくそう
GATTURI(JOB START） 医事部 外来への返却レセプト件数を減らそう
ピンクのぶた ６階東病棟 物品の配置を変え動線を短くしよう
みつ８” ８階病棟 個々の患者様に合った安楽枕の当て方をしよう！！
ヤングα 放射線科 ＭＲＩ撮影中の至急フィルム出しによる負担を減らそう！
ひまわり 外来 大腸内視鏡検査を安全かつ安心して受けていただくために検査説明を解りやすくしよう

コウノトリ ４階東病棟 提出書類の説明をわかりやすく円滑に行われるようにしよう！
オバQ 薬局 薬の待ち時間を短くしよう！
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 ＰＬ病院メニューの「届出書類」を利用しやすくしよう！
ブーメラン 車輌・防災係 職員の車輌ステッカー表示無し件数の削減を目指そう
BIS-six 中央臨床検査部 一般検査での電話の問い合わせを少なくしよう
サブテーマ「採尿室での採尿コップの置き去りをなくそう」

ファイト！いっぱつ ６階西病棟 Ｂａカテーテルを正しい位置に設置しよう！
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 器械の処理方法を統一しよう
臨工 臨床工学技士室 透析液の在庫管理を見直そう
ウロリン ５階西病棟 看護師が医師の手術以外の病状説明にも同席しよう
Ｊｉｎ 腎センター 出血時の対応をスムーズにしよう！
ＰＬのモナリザ 外来 受け持ち患者様を持とう！～継続した看護をするために～
ママミルク ４階東病棟 夜間、スタッフステーション不在による患者様の負担を軽減しよう
ビルロート ４階西病棟 朝の助手との申し送りを円滑に行おう
ベビーラブ ５階東病棟 点滴トラブルをなくそう！！
こんぺいとう ５階西病棟 ストーマ装置のフランジの選択を分かりやすくしよう！
ストレス（サイナスリズム） ６階東病棟 食堂でご飯を食べる患者様の人数を増やそう！
クリーン ６階西病棟 インフォームドコンセントに同席しよう
若葉 ７階東病棟 寝たきり患者の口腔ケアを充実させよう！
さくら ７階西病棟 入浴介助を安全・安楽・スムーズに行えるようにしよう！！
８みつ ８階病棟 患者様の体位変換の方向を分かりやすくしよう
のろまなカメさん 腎センター 入院患者様の穿刺時間をわかりやすくしよう
かたつむり 外来Ｂ-1チーム 膀胱鏡検査後の膀胱鏡の取り扱い方法（洗浄から滅菌まで）をわかりやすくしよう！！

ピーチストロベリー 外来Ｃチーム 電子スコープ（経鼻内視鏡）の損傷をなくそう！
リレーション 地域医療連携室 相談業務に要する紙の量を見直そう
グリコ（ぐりこふぁーじ） 中央臨床検査部 中検入口の容器入れをわかりやすくしよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 生理機能検査の受付けもれを減らそう！！
α 放射線科 医療被曝の疑問に対応しよう！！
「お子様の被曝に対する不安を取り除こう」
[

ドロンパ 薬局 注射薬ストックを見直そう！
メーデー リハビリテーション科 煩雑となった業務を整理しよう
～業務時間内に仕事を終わらせるために～
レインボー（たんぽぽ） 入院・医事 概算表を見直そう！！
The Fuzzy 情報システム部 電子カルテシステムの「ユーザー管理」を徹底しよう！
ｳｪｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ（パチュリーローズ） 健康管理科 受歴や検査依頼のミスをなくそう
2006年度
ママミルク ４階東病棟 患者様へのケアがスムーズにでいるように器材庫を整理しよう！
ハード＆ソフト 管理課・資材課 各部署よりの間違い請求をなくそう
ビルロート ４階西病棟 感染ゴミの分別を徹底しコスト削減に努めよう
こんぺいとう ５階西病棟 配膳をスムーズにしよう！！
ナイスミドル 手術部・中央材料室 新病院の中材システムに慣れよう！
～新しい装置に慣れ器械処理（組み立て、包装）の時間を短縮しよう～

レインボー（たんぽぽ） 医事部 入院費請求ミスをなくそう
ドロンパ 薬局 注射業務をスムーズにしよう！！
ＰＬのモナリザ 外来 電光表示板の見方を分かりやすくしよう！
～順番待ちを分かっていただくために～

α 放射線科 至急CT検査の流れをスムーズにしよう！！
『２階ＣＴ室の場所をわかりやすくする』
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The Fuzzy 情報システム部 “院内共有作業スペース”「Ｙ（共有）ドライブ」の有効活用
ストレス（サイナスリズム） ６階東病棟 退院時の忘れ物をなくそう！
さくら ７階西病棟 包交車を整理整頓しよう！
グリコ（ぐりこふぁーじ） 中央臨床検査部 採血の待ち時間を短くしよう
かたつむり 外来 診察までの順番をわかりやすくしよう!
のろまなカメさん 腎センター 患者様に合った援助をしよう！
―腎センター入室から退室まで―
リレーション 地域医療連携室 受け入れにかかる時間を短縮しよう
ウェートコントロール（パチュリーローズ） 健康管理課 ドック後の健診者の手間を見直そう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 病棟の心電計管理
メーデー リハビリテーション科 リハビリテーション総合実施計画書を確実に渡そう！
若葉 ７階東病棟 糖尿病患者様の指導を充実させよう！
ピーチストロベリー 外来 患者様が迷うことなく検査を受けられるようにしよう
ベビーラブ ５階東病棟 付き添い者が満足する採血の説明をしよう
クリーン ６階西病棟 検査のオリエンテーションを確実に実施し検査が安全に行えるようにしよう
８みつ ８階病棟 汚物室の不快な臭いをなくそう
コノトリ ４階東病棟 患者様の入院生活がスムーズに送れるようにしよう！
ぽんぽんがし ４階西病棟 患者様が分かりやすいOP前オリエンテーションが行えるようにしよう
花ずきんちゃん ５階東病棟 リネン類の交換回数を少なくしよう！
ウロリン ５階西病棟 10×１０cmのガーゼ不足をなくそう
ピンクのぶた ６階東病棟 処置室の物品を使いやすくしよう
ファイト！いっぱつ ６階西病棟 中材物品請求にかかる時間を短縮しよう！！
しらゆり ７階東病棟 入院患者のＡＤＬ拡大をはかろう
ミラー・オブ・ナース ７階西病棟 リハビリ時間をわかりやすくしよう！
みつ８” ８階病棟 ビニール袋の使いすぎをなくそう
HORN 手術部・中央材料室 オペガーゼ作製にかかる時間を短縮しよう
Jin 腎センター 腎センターで使用するテープのコストダウンを図ろう
ひまわり 外来A-1 中央処置室で使用する薬品を全員が薬効を知って注射できる
大和なでしこ 外来B-2 処置にかかる待ち時間を短縮しよう
BIS-six 中央臨床検査部 採血室からの至急検査をスムーズに行おう
ヤングα 放射線科 MRI検査の不安をなくそう！
オバQ 薬局 薬局入口でのやり取りをスムーズにしよう！
毎日バナナ リハビリテーション科 リハビリ開始手順を統一しよう！
臨工 臨床工学技士室 透析必要物品を効率よく準備しよう
こころ曜日 心理相談室 情報の整理と管理を見直して対応の遅れがないようにしよう
整理整頓 栄養科 栄養管理実施加算をスムーズに行えるようにしよう
GATTURI(JOB START) 医事部 外来計算窓口業務を見直し時間を有効活用する～外来計算窓口業務のばらつきをなくす～

フロント 医事部 患者情報の登録ミスを減らそう
ドライアイ 視能検査係 コンタクトレンズの注文もれを減らそう
それやれ！ORIGIN 総務部 新入職員さんに健康保険証を早く渡そう
ブーメラン 車輌・防災係 公用車の燃費の向上を目指そう
こすもす 保育所 園児の持ち物の入れ間違い・忘れ物をなくそう
2005年度
こすもす 保育所 保護者との連絡もれをなくそう
整理整頓 栄養科 献立のマンネリ化を防ごう
花ずきんちゃん 東館小児病棟 検査前処置（睡眠導入）をスムーズにしよう!!
GATTURI(JOB START) 医事課計算グループ 現在、未治療の古い病名を整理しよう!!
ピンクのぶた 北館６階病棟 非感染ゴミに針を捨てないようにしよう
ヤングα 放射線科 一般撮影の撮影順を明確にしよう!!part2
ピーチストロベリー 外来C 内視鏡処置具の取り扱い時間を短縮しよう
こころ曜日 心理相談室 予約カードの渡し間違いをなくしよう
コウノトリ 北館３階病棟 シャワー時の点滴刺入部の濡れをなくそう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 術前訪問時に患者様とゆっくり話ができる環境を作ろう
ドライアイ 視能検査係 眼科検査室でのつまづき、転倒防止
かたつむり 在宅医療推進室 衛生材料の渡しすぎをなくそう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 非感染ゴミの中の針をなくそう
オバＱ 薬局 服薬指導業務の問題点をなくそう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 旅費請求・精算書をわかりやすくしよう！～親切な総務部をめざして～
しらゆり 北館４階病棟 糖尿病患者様の食事指導を見直そう
ブーメラン 車輌・防災係 交通マナーの向上を目指そう
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ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 より検査に適した喀痰を提出してもらおう！
ファイト！いっぱつ 北館５階病棟 検体間違いをなくそう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 安静度表を活用しよう！
臨工 臨床工学技士室 血圧測定エラーを減らそう
Ｊｉｎ 腎センター 清潔物品を落とさないようにしよう！
フロント 医事部フロントグループ 受付時のカウンターの混雑を緩和する
ママミルク 北館３階病棟 母児同室の環境を整えよう！
若葉 北館４階病棟 入院時オリエンテーションの不足をなくそう
クリーン 北館５階病棟 内服薬を自己で管理が必要な患者様が、退院日までに内服薬を自己管理できるようにしよう！

ストレス 北館６階病棟 点滴ラベルを悲感染ゴミに捨てないようにしよう
さくら 北館７階病棟 非感染ゴミの中の針混入をなくそう！
ベビーベッド 東館小児病棟 患児が理解して採血を受けられるようにしよう!!
こんぺいとう 東館４階病棟 コストもれをなくそう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 ディスポ製品の在庫の過不足をなくそう～発注点の見直しを通して～
のろまなカメさん 腎センター 誰でもひとりで困らず薬品請求をしよう
ＰＬのモナリザ 外来Ａ 本当の親切とはなんだろう　有意義な待ち時間にしよう！
ひまわり 外来Ｂ 消毒綿球の破棄数を減らそう!!
大和なでしこ 外来Ｄ 内診室での羞恥心を減らそう―快適な内診室を目指して―
ＣＡＬ 中央臨床検査部 時間外室の心電計、超音波検査器の管理を徹底しよう
グリコ（ぐりこふぁーじ） 中央臨床検査部 血液検査全般の試薬発注を見直そう
α 放射線科 ＣＴ検査の至急オーダーにスムーズに対応しよう
ドロンパ 薬局 妊婦・授乳婦に関する薬の問い合わせに強くなろう！
メーデー リハビリテーション科 リハビリオーダーを増やす～より多くの必要な患者様に適切なリハビリを受けて頂くために～

レインボー（たんぽぽ） 医事部入院計算グループ 入院診療計画書未実施減算・退院療養計画未算定を減らそう!!
ウェート・コントロール 健康管理科 心電図・エコー検査への案内を早くしよう
The Fuzzy 情報システム部 「ＰＬ病院メニュー」を充実させよう！～「ＰＬ病院メニュー」を知っていますか？～

リレーション 地域医療連携室 地域医療連携室相談室をプライバシーに配慮された環境にしよう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 医療廃棄物からの個人情報流出を防ごう
2004年度
ママミルク 北館３階病棟 母親の希望する沐浴指導を実現しよう
α 放射線科 一般撮影の撮影順を明確にしよう!!
ストレス 北館６階病棟 酸素吸入の実施入力忘れをなくそう
さくら 北館７階病棟 ナースにストレスがある～協力体制をとってストレスをなくそう！～
レインボー 医事部計算保険チェックグループ レセプト博士を有効に活用しよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 エコーゼリーの不快感を減らそう
大和なでしこ 外来 膀胱鏡室での更衣中の「困った」をなくそう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 外来時間外の消灯を徹底させよう
こんぺいとう 東館４階病棟 退院時の忘れ物をなくそう
ドロンパ 薬局 抗ＭＲＳＡ薬の適正使用を目指そう！～ＭＲＳＡをやっつけろ！～
The Fuzzy 情報システム部 電子カルテに関するトラブルの解決時間を短縮しよう！
ベビーラブ 東館２階病棟 効果的な酸素療法を行おう!!
プリティウーマン 医事部フロントグループ 自動支払機を効率よく利用してもらおう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 決められた作業手順を守ろう（回収業務）
ひまわり 外来 診察後の点滴施行忘れをなくす！
メーデー リハビリテーション科 病棟内でのＡＤＬ訓練を増やそう～日常生活動作の早期向上を目指し、看護師との連携を深める～

若葉 北館４階病棟 車椅子を廊下に放置しないようにしよう
ぐりこふぁーじ 中央臨床検査部 電算からの実施催促をなくそう
リレーション 地域医療連携室 地域医療連携室が持つ情報を共有しよう
クリーン 北館５階病棟 環境を整えて患者さまの安全をまもろう
ウェート・コントロール 健康管理科 用紙の無駄使いをなくそう
ＰＬのモナリザ 外来 ≪転ばぬ先の杖≫ステロイド剤の服用を完璧に
のろまなカメさん 腎センター 初めて腎センターに来室された患者様の不安を軽減しよう
ちゃっきり娘 医事部外来ＭＣグループ 風邪症状を詳しく診察室に伝えよう
コウノトリ 北館３階病棟 長期入院患者様の清潔欲求の満足度を高めよう！
しらゆり 北館４階病棟 針の分別間違いを無くそう
ファイト！いっぱつ 北館５階病棟 ベッドサイドで誰にでも安静度がわかるようにしよう
ピンクのぶた 北館６階病棟 ルートの自己抜針を防ごう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 続・コスト漏れをなくそう
花ずきんちゃん 東館小児病棟 清潔で快適な点滴固定用シーネを提供しよう
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ぽんぽんがし 東館４階病棟 患者指導のパンフレットの渡しもれをなくそう！
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 術後訪室時に患者様に面会できるようにしよう
Ｊｉｎ 腎センター 患者様に出血時の対処を覚えてもらおう！
かたつむり 在宅医療推進室 胃瘻ボタンの請求忘れをなくそう
ピーチストロベリー 外来 受付から診察室への情報伝達ミスを減らそう
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 検体提出時の患者さまからの質問を減らそう！
ヤングα 放射線科 時間外の他院予約電話に迅速に対応しよう
オバＱ 薬局 他部署への問い合わせを減らそう
臨工 臨床工学技士室 回路組み、プライミングの効率を高めよう
整理整頓 栄養科 より新鮮な食材を患者様に提供しよう～じゃが芋、玉ねぎ、人参も生きている～

こころ曜日 心理相談室 マニュアルの運用をスムーズにしよう
どっこいしょ 医事部フロント・保険チェックグループ 保険証確認の後処理をなくそう
pinky(JOB START) 医事部計算グループ 初診時の病名入力をしてもらおう!!
ドライアイ 視能検査係 特殊検査の当日キャンセルを減らそう
それやれ！ORIGIN 総務部 各課の業務内容を知ってもらおう！～３Ｆ総務はこんな仕事をしています～
ハード＆ソフト 管理課・資材課 １階シュレッダーの故障を減らそう
ブーメラン 車輌・防災係 救急搬送時の連絡漏れやミス削減を目指そう
こすもす 保育所 衛生面を見直そう
2003年度
こすもす 保育所 保育ノートを使いやすくしよう
コウノトリ 北館３階病棟 中材物品（消耗品）の過剰請求をなくそう
こころ曜日 心理相談室 予約間違いをなくす
JOB START(Pinky) 医事部 レセプト期間中の病名追加を減らそう
ピンクのぶた 北館６階病棟 氷枕の水漏れをなくそう
しらゆり 北館４階病棟 非感性性医療廃棄物のゴミ箱の中に感染性医療廃棄物の混入をなくそう
オバＱ 薬局 お薬に対する問い合わせ件数を減らそう
かたつむり 在宅医療推進室 訪問時の物品忘れをなくそう
花ずきんちゃん 北館３階病棟 点滴の切り替え・更新時のトラブルを少なくしよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 処置伝票のコスト漏れをなくそう!!
どっこいしょ 医事部 期限までに作成できていない書類の件数を減らそう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 手付きポータブルトイレを取り出しやすくしよう
ドライアイ 視能検査係 コンタクト業務のミスを無くそう
臨工 臨床工学技士室 患者様に気持ちの良い環境での透析を提供しよう～床のゴミ０をめざして～
整理整頓 栄養課 検収時の伝達と対応の不徹底をなくす
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 追加検査の尿を探しやすくしよう
ブーメラン 車輌・防災係 職員私有車・駐車の在り方を改善しよう
ファイト！いっぱつ 北館５階病棟 食事の入力ミスをなくそう
ヤングα 放射線科 放射線科のコストを考える　その１　バリウムのムダをなくそう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 業務時間外の問い合わせに対応できるようにしよう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 薬品請求にかかる時間を短縮しよう
ピーチストロベリー 外来 診察終了から患者様に処方箋が渡るまでの時間を短縮しよう
Ｊｉｎ 腎センター 針固定を確実にしよう
歩 栄養課 配膳数を正確に数えよう～厨房で盛り付けの主菜、副菜３品を献立表にそって数えよう～

ママミルク 北館３階病棟 感染性医療廃棄物の専用容器の個数を減らそう
若葉 北館４階病棟 退院時物品の渡し忘れをなくそう
クリーン 北館５階病棟 注腸、大腸ファイバーの指示受けもれをなくそう
ストレス 北館６階病棟 オーバーテーブルの置きっぱなしをなくそう
さくら 北館７階病棟 退院後・中止後の注射箋の出し忘れをなくそう!!
ベビーラブ 東館小児病棟 患者様の退院決定後から退院までの手続きを分かりやすくしよう
こんぺいとう 東館４階病棟 廊下に出ている物品が、使用中であるか分かるようにしよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 返却器械の確認ミスを防ごう!!
のろまなカメさん 腎センター ゴミのないベッド周囲にしよう
ＰＬのモナリザ 外来 静注・点滴抜針後の止血を確実に行う
ひまわり 外来 採血室はどこだ～い!!
大和なでしこ 外来 カウンターの整理整頓をしよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 腹部エコーフィルムの管理をしよう
グリコ（ぐりこふぁーじ） 中央臨床検査部 問い合わせの聞きもれをなくそう！
ドロンパ 薬局 注射薬の発注方法をわかりやすくしよう
α 放射線科 ポータブル撮影時の心電図電極のムダをなくす!!
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メーデー リハビリテーション科 来室患者様を安全に誘導する～エントランスからメインストリートまで～
じゃがいも 栄養課 厨房内消耗備品の適正化～配膳場所と数量を明確にしよう～
プリティウーマン 医事部 支払い窓口で一列に並んでもらおう
レインボー（326ちゃん） 医事部 病名の整理をしよう
ちゃっきり娘 医事部 カルテを整理整頓し、位置を明確にしよう！
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ 情報システム部 グループウェアを有効活用しよう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 什器・備品の管理方法を見直そう
ウェート・コントロール 健康管理科 健康管理科の場所をわかりやすくしよう！
2002年度
若葉 北館４階病棟 病衣についての苦情をへらそう！！
さくら 北館７階病棟 丸見えになっているトイレットペーパーを片付けよう！！
ドロンパ 薬局 カウンターでの薬の受け取り方を明確にしよう！
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 人にやさしいシステム化を目指して　Ｐａｒｔ.３
院内ネットワークを利用して文書の電子化を図ろう

こんぺいとう 東館４階病棟 点滴終了後のナースコールを減らそう
ひまわり 外科外来 トレイを並べるスペースを確保しよう
プリティウーマン 医事１課　会計係 カウンターのトレーに黄色のファイルを入れてもらおう！
スマイル 小児科外来 乳児検診の説明時間を短縮しよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 心電図室の受付業務を減らす
ハード＆ソフト 管理課・資材課 医療廃棄物の委託数を減らそう
ウェート・コントロール 健康管理課 ドックの診察開始時間を早くしよう
メーデー リハビリテーション科 伝票処理をスムーズにする
―ＰＴの間違いによる医事課への伝票ミスをなくす―

ベビーラブ 東館小児病棟 カンファレンスを定着させよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 カード製品の払い出し間違いをなくそう！！
じゃがいも 栄養課 厨房内の美化を徹底しよう
―ＰＡＲＴⅡ　冷蔵庫内の衛生と管理―
ママミルク 北館３階病棟 快適な面会ができるようにしよう！
クヮルテット 採血室・泌尿器科 診察までの待ち時間を短くしよう
オルトップ 整形外科外来 私の診察順番は何番目？
α 放射線科 『乳幼児座位撮影をスムーズに行う！！』
～より安全に検査を行う為に～
ストレス 北館６階病棟 内服薬の飲み忘れをなくそう！
レインボー 医事２課　入院係 入院通知書の主病名を記載してもらおう
クリーン 北館５階病棟 酸素療法を正しく行おう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 閉腹前までに器械カウントができるようにしよう
ＰＬのモナリザ 内科外来 滅菌消毒薬品瓶が開封後放置されているのをなくす
ぐりこふぁーじ（グリコ） 中央臨床検査部 検体置き場の不都合をなくそう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 診察に必要な検査データを正しく揃える
のろまなカメさん 腎センター 車イスでの体重測定を確実に出来るようにしよう！
コウノトリ 北館３階病棟 ベッドバス用のタオルを改善しよう
しらゆり 北館４階病棟 患者様に心地よい接遇を心掛けよう
ファイト！いっぱつ 北館５階病棟 ゴミの分別を徹底し医療廃棄物のコストを削減しよう!!
ピンクのぶた 北館６階病棟 オムツ交換時の汚染したオムツを床に置くのをやめよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 食前水薬の渡し忘れをなくそう
花ずきんちゃん 東館小児病棟 点滴ボトルの在庫を少なくしよう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 感染症表示のもれをなくそう！
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 開封後のＪヨード（消毒薬）を無駄なく使いきろう
かたつむり 在宅医療推進室 薬に関する問い合わせを少なくしよう！
ＪＩＮ 腎センター 針の配り間違いをなくそう
マウスピース 内視鏡室 大腸ファイバー検査後の検査用下着の後始末をわかりやすくしよう
さくら餅 産婦人科外来 診察終了から処方箋を渡すまでの時間を短縮しよう
ドライアイ 眼科外来 担当医の問い合わせ件数の減少
ピアス 耳鼻咽喉科外来 診察室に患者様が間違って入ってくるのをなくそう
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 一般窓口での患者様の不安を減らそう!!
臨工 臨床工学技士室 工具類の管理をみなおそう～工具類を取り出しやすくしよう～
ヤングα 放射線科 ロスフィルムを少なくしよう
整理整頓 栄養課 物品請求を効率よく行おう
歩 栄養課 乾物食品の安全な取り扱い方をみなおそう！
オバＱ 薬局 外用調剤をスムーズにしよう
おころ曜日 心理相談室 受理時の案内洩れをなくす
どっこいしょ 医事１課 欲しいものはどこに???（整理できていない医事課をきれいにしよう）
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 入力ミスを減らそう
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それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 総務管轄の掲示物を整理しよう！
ブーメラン 車輌・防災係 患者様の緊急搬送を、より安全に、よりスムーズにしよう
こすもす 保育所 ～行事を充実させよう～
2001年度
ヤングα 放射線科 撮影室を効率よく使おう－待ち時間の短縮を目指して－
ぽんぽんがし 東館４階病棟 中材カードの不足をなくそう！
こすもす 保育所 子どもの持ち物に名前の記入もれがないようにしよう
しらゆり 北館４階病棟 「お大事に…」の向こう側～退院時の不安を軽減しよう～
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 廊下の物品を少なくしよう～消えたポータブルトイレ～
かたつむり 在宅医療推進室 共有するぞう！患者様の情報
臨工 臨床工学技士室 透析機器の点検修理記録をわかりやすくしよう
整理整頓 栄養課 「食材のロスを無くす」～汁物の残量を適正にしよう～
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 バースヘルパーの無駄使いをなくそう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 職員朝礼の出席者を増やそう！
花ずきんちゃん 東館小児病棟 キャビネット周囲の混雑をなうそう!!
どっこいしょ 医事１課 新患登録、初診カルテ作成時の外来からの「急いでください！」の連絡を減らす

ドライアイ 眼科外来 診察券の渡し忘れを無くそう
歩 栄養課 食事の盛りつけを明確にしよう「煮物、和え物、炒め物の盛りつけのバラツキをなくそう」

まくろふぁーじ 中央臨床検査部 凝固測定機器CA-5000の試薬の無駄をなくそう－保守管理により－
ＪＩＮ 腎センター リースタオルの無駄をなくそう
コウノトリ 北館３階病棟 点滴の３回確認を継続していこう
ブーメラン 車輌・防災係 公用車運行・配車予定表を分かり易くしよう
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 薬剤情報提供料の取りすぎ取り漏れを無くそう
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 残尿なしの記入もれをなくそう！
オバＱ 薬局 薬の説明書を確実に入れよう
ピンクのぶた 北館６階病棟 ハイゼガーゼの使用枚数を少なくしよう
ファイト！いっぱつ 北館５階病棟 詰所の窓口での患者様からの問い合わせを少なくしよう
さくら餅 産婦人科外来 赤ちゃんの１週間検診の電話での予約を減らそう
ママミルク 北館３階病棟 中材カードの紛失をなくそう！
若葉 北館４階病棟 ベッド周囲を綺麗にしよう
クリーン 北館５階病棟 内服薬の与薬忘れをなくそう
ストレス 北館６階病棟 バルンカテーテルのバーコードカードの紛失をなくそう！
さくら 北館７階病棟 リハビリ時間表示ボードを見やすくしよう！！
ベビーラブ 東館小児病棟 内服薬配布時のミスをなくそう
こんぺいとう 東館４階病棟 必要なストーマ製品だけを集めよう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 手術野での針の管理をしやすくしよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 カード製品の包装にかかる手間を省く！
のろまなカメさん 腎センター 注射薬剤の配り間違いをなくそう！
マウスピース 内視鏡室 ネガフィルムの空撮り忘れを減らそう
ＰＬのモナリザ 内科外来 注射試行後のカルテのサインもれをなくす
ひまわり 外科外来 内視鏡の入力伝票、案内用紙に関するトラブルをなくそう！！
オルトップ 整形外科外来 処方箋への薬のオーダーのチェックもれをなくそう！！
スマイル 小児科外来 入院の流れをスムーズにしよう！！
ピアス 耳鼻咽喉科外来 ステロイド剤の飲み間違いをなくそう
クヮルテット 採血室・泌尿器科 処方箋の記入もれをなくそう！
ＣＡＬ 中央臨床検査部 電極はずれによる心電図の撮り直しを少なくしよう
グリコ 中央臨床検査部 かけもち業務の負担を減らそう！
ドロンパ 薬局 残置薬の整理整頓をしよう
α 放射線科 所在不明のフィルムを無くす！！
メーデー リハビリテーション科 第２物理療法室前の車椅子の出し入れをしやすくしよう
じゃがいも 栄養課 厨房内の美化を徹底しよう〔PART.１　厨房床面のゴミをなくそう〕
プリティウーマン 医事１課　会計係 支払い窓口で一列に並んでもらおう
レインボー 医事２課　入院係 入院患者様の保険証の確認を徹底しよう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 超過勤務を減らそう！！
ウェート・コントロール 健康管理課 ロッカーの鍵の置き忘れをなくそう
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 人にやさしいシステム化を目指して　Ｐａｒｔ.２
“オペレーション依頼のメールシステムを使いやすくしよう”

ハード＆ソフト 管理課・資材課 「５％」、重油削減を目指して！
2000年度
こんぺいとう 東館４階病棟 廊下に物を置かないようにしよう
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さくら 北館７階病棟 正確なベッドアップができるようにしよう！！
ＣＡＬ 中央臨床検査部 脳波貸し出し分の返却を徹底しよう
レインボー 医事２課　入院係 点数カード検索時間を短縮しよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 汚れた薬胚を払い出さない！！
グリコ 中央臨床検査部 特殊検査項目の試薬の保管をわかりやすくしよう
オルトップ 整形外科外来 ３診を受ける患者様の診察の順番をわかりやすくしよう！
ピアス 耳鼻咽喉科外来 吸入方法の問い合わせを少なくしよう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 「20％」。節水を目指して！
ドロンパ 薬局 調剤済み処方箋を探しやすくしよう
マウスピース 内視鏡室 大腸ファイバー検査後、お尻の不快を感じる件数を減らそう
ママミルク 北館３階病棟 中材物品の過不足をなくそう！
ベビーラブ 東館小児病棟 未熟児室のくつ箱周囲の不快な臭いをなくそう！
メーデー リハビリテーション科 外来患者様の荷物を収納しやすくする
ウェート・コントロール 健康管理課 検診者の顔と名前を一致させよう！
若葉 北館４階病棟 シンク周囲の整理整頓をしよう！
プリティウーマン 医事１課　会計係 初診特定療養費を患者様に理解していただこう
スマイル 小児科外来 感染症の患者様が隔離場所に確実にいるようにしよう
のろまなカメさん 腎センター プライミング方法を見直そう
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 資材バーコード表から物品を探す時間を短縮しよう
ストレス 北館６階病棟 処置伝票のコスト漏れをなくそう
クリーン 北館５階病棟 処置伝票のコストもれをなくそう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 覆布の必要条件を知ろう
クヮルテット 採血室・泌尿器科 車椅子で来室される患者様の採血をスムーズに行おう
じゃがいも 栄養課 副菜の盛り付けを綺麗にしよう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 初診患者様に検査室の場所を理解してもらう
ＰＬのモナリザ 内科外来 蝶々の針よ、さようなら！
α 放射線科 緊急検査時に物品のある場所を分かりやすくする
コウノトリ 北館３階病棟 内診室の整理整頓をしよう
しらゆり 北館４階病棟 患者様に翌日の検査(採血、心電図、レントゲン）をわかりやすく説明しよう！
ピンクのぶた 北館６階病棟 輸液ポンプ及びその他の医療機械の出し入れをスムーズにしよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 ベッド上生活の患者様が落とすゴミの数を減らそう！
花ずきんちゃん 東館小児病棟 入眠前ベッド周囲の環境を整えよう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 中材物品の器械類の紛失をなくそう
ＪＩＮ 腎センター 患者様のベッドの頭元を整理しよう
かたつむり 在宅医療推進室 医事会計伝票のチェック漏れをなくそう“交通費のチェック漏れをなくそう”
ひまわり 外科外来 処置後の日常生活に対する問い合わせ件数を減らそう
さくら餅 産婦人科外来 受付窓口での問い合わせ件数を減らそう！
ドライアイ 眼科外来 機械コードのタコ足配線を整理しよう
オバＱ 薬局 臨時薬の調剤をスムーズにしよう。
まくろふぁーじ 中央臨床検査部 血液像分類のバラツキを減らそう！
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 試薬・物品の発注にかかる時間を短縮しよう
ヤングα 放射線科 患者様に渡すフィルム袋の使い勝手をよくしようパート２－ＣＲフィルム以外でも使いやすく－

整理整頓 栄養課 朝の調理師からの伝達を確実に行う
臨工 臨床工学技士室 腎センター内、時計の時刻を正確に合わそう
歩 栄養課 厨房内の衛生管理について　配膳車の衛生管理パート２
こころ曜日 心理相談室 日常業務の中で「ＰＤＣＡ」を回す
どっこいしょ 医事１課 患者様の保険証提示率をＵＰする
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 薬剤情報提供料の取りすぎ取り漏れをなくそう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 管理当直・日直業務を理解しよう
こすもす 保育所 子どもの持ち物に名前の記入もれがないようにしよう
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 中材物品の請求時間を短縮しよう
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 各ルームの棚のテープの整理整頓をしよう
1999年度
ＰＬのモナリザ 内科外来 初診患者様の診察後の行動をわかりやすくしよう
かたつむり 在宅医療推進室 書きやすく・わかりやすい看護サマリー用紙をつくろう！
しらゆり 北館４階病棟 器材庫物品の出し入れをスムーズにしよう
ピンクのぶた 北館６階病棟 タオルの未回収を少なくしよう
こすもす 保育所 電気の無駄使いをなくそう！
どっこいしょ 医事１課 原票を探す時間を短縮しよう
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ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 看護器材庫を使いやすくしよう！
ヤングα 放射線科 ３番撮影室における着替えの説明をわかりやすくしよう！
臨工 臨床工学技士室 透析機器周辺を使いやすくしよう
ＪＩＮ 腎センター 患者様にきれいな寝具で寝て頂こう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 入院患者様を待たせる事なく病室へ案内しよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 患者様の手術後の不安をなくそう
まくろふぁーじ 中央臨床検査部 ＣＢＣの再検をへらそう！！
ひまわり 外科外来 虫垂炎疑い紹介患者様の診察の待ち時間を短縮する
コウノトリ 北館３階病棟 授乳中の患者様のプライバシーを守ろう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 職員全員に院内通報を読んでもらいたい
整理整頓 栄養課 個別給食台帳の作業を効率良く行う
さくら餅 産婦人科外来 電話による結果説明のお待たせ時間の短縮を図る
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 入院オリエンテーション時間を短縮しよう！
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター おむつ缶の不快な臭いをなくそう！
ブーメラン 車輌・防災係 配車予定表をわかりやすくしよう
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 松葉杖の整理整頓をしよう！！
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 手術を受けられた患者様への術後訪問件数を増やす
フレッシャーズ 東館小児病棟 入院予定表を活用してもらおう
歩 栄養課 厨房内での衛生管理を徹底させる
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 内科の処方箋をスムーズに流そう
ドライアイ 眼科外来 診療伝票の記入もれを無くそう
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 便検査の時　伝票をもれなく出していただこう
オバＱ 薬局 外用棚での混雑を解消しよう
ママミルク 北館３階病棟 患者様のベッド回りを整頓しよう！
若葉 北館４階病棟 退院時の忘れ物をなくそう
ストレス 北館６階病棟 入院時オリエンテーションの統一化を図ろう！！
さくら 北館７階病棟 回復室の入退院を分かりやすくしよう。
花ずきんちゃん 東館小児病棟 入退院時不安となる母子分離を最小限にしよう
こんぺいとう 東館４階病棟 腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた患者様の入院期間のバラツキをなくそう　第二報

のろまなカメさん 腎センター 穿刺針の過不足をなくそう
オルトップ 整形外科外来 腰痛患者様の診察前の更衣服を見直そう！
ピアス 耳鼻咽喉科外来 診察の呼び出しが患者様にはっきり伝わるようにしよう
スマイル 小児科外来 採尿に関する問い合わせ件数の減少（診察後の採尿に関する問い合わせ件数の減少）

クヮルテット 採血室・泌尿器科 他の検査への問い掛け件数を少なくしよう－Ｐａｒｔ２－
マウスピース 内視鏡室 胃カメラ検査後の説明を分かりやすくしよう
ドロンパ 薬局 お薬のお待ち番号を減らそう
メーデー リハビリテーション科 治療・訓練機器の管理、整頓を徹底する
じゃがいも 栄養課 盛り付け後の配膳もれをなくそう
プリティウーマン 医事１課　会計係 未収金・過収金請求書を探す時間を短縮しよう
レインボー 医事２課　入院係 集計業務の時間短縮
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 入院病名の外来カルテ記載漏れをなくす
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 －文書管理の効率化－オペレーション依頼書の枚数を減らそうＰａｒｔ３
ハード＆ソフト 管理課・資材課 患者様にやさしいトランスファーボードの実現
クリーン 北館５階病棟 臨時薬の処理方法を統一しよう
ベビーラブ 東館小児病棟 ベビー周囲を整理整頓するためには
ナイスミドル 手術部・中央材料室 定期の器具・器械の滅菌パックのムダを少なくしよう「定期払い出し未使用返却について」

ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 手術室器在庫の整理整頓をしよう！
ＣＡＬ 中央臨床検査部 予約検査中の電話応対を少なくしよう
グリコ 中央臨床検査部 試薬の保管をわかりやすくしよう
α 放射線科 胃・注腸検査の待ち時間を短くする
こころ曜日 心理相談室 日頃の「気づき」を大事にできるような職場にしよう
ウェート・コントロール 健康管理課 ドック後の精密検査を確実にフォローアップしよう！
1998年度
ハード＆ソフト 管理課・資材課 焼却炉の燃料消費を減らそう
レインボー 医事２課　入院係 退院計算の時間短縮
花ずきんちゃん 東館小児病棟 輸液ポンプの移動をスムーズにしよう！
ベビーラブ 東館小児病棟 赤ちゃんとお母さんに気持ちよい沐浴槽を使ってもらおう
ストレス 北館６階病棟 他科の受診の手続き不備をなくそう!!
じゃがいも 栄養課 患者様の意見をくみ入れよう『乳児食を考え直そう』
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ＣＡＬ 中央臨床検査部 パットを冷たいと感じさせないようにしよう
スマイル 小児科外来 診察順番問い合わせ件数の減少
オルトップ 整形外科外来 診察室一診介助ナースの不在時間を減らそう
さくら 北館７階病棟 排泄に使用する「おじょうさん」を散らからないようにしよう!!
α 放射線科 DＩＰ検査における患者様の不安をなくす
ナイスミドル 手術部・中央材料室 衛生材料に関わる作業の手間を減らそう!!
若葉 北館４階病棟 ポータブルトイレ移動時の転倒転落を防止しよう！
ウェート・コントロール 健康管理課 検診時、下着・装飾品の着用をなくそう！
ＰＬのモナリザ 内科外来 ８番窓口でスムーズに処方箋を渡そう
プリティウーマン 医事１課　会計係 時間外受診の未払いの請求書をなくそう
のろまなカメさん 腎センター 医師の末チェック検査伝票をためないようにしよう～患者様の「知る権利」の尊重をはかろう～

グリコ 中央臨床検査部 試薬の臨時発注をなくそう！
ピアス 耳鼻咽喉科外来 狭い診察室を少しでも広く使えるように工夫しよう
ドロンパ 薬局 調剤中の薬の補充回数を減らそう！!
クリーン 北館５階病棟 中材物品の紛失をなくそう（鑷子の紛失を０本にしよう）
メーデー リハビリテーション科 訓練室の混雑の偏りをなくす
ママミルク 北館３階病棟 時間外退院の寝具の処理方法を徹底しよう！
こんぺいとう 東館４階病棟 腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた患者様の入院期間のバラツキをなくそう第一報

Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 オペレーション依頼書の枚数を減らそう　Ｐｒａｔ．２
マウスピース 内視鏡室 上部内視鏡検査前の絶飲がつらいという人を減らそう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 整形外科のカタログを取り出しやすくしよう
クヮルテット 採血室・泌尿器科 泌尿器科外来での特殊検査の待ち時間を短縮しよう！
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 受付窓口の混雑を改善しよう（受付窓口での一人で一度に複数応対を少なくする）

ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 沐浴終了後、母子同室がスムーズにできる
コウノトリ 北館３階病棟 夜間分娩時でも患者様の用件に対応できるようにしよう!!
しらゆり 北館４階病棟 伝達ミスをなくそう
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 中材物品の整理整頓をし、請求しやすくしよう!!
ピンクのぶた 北館６階病棟 退院薬の渡し忘れをなくそう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 骨盤牽引の組み立てをスムーズにしよう
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 検温板（検温）の修正件数を少なくしよう!!
チルドレン 東館小児病棟 点滴台が倒れる件数を少なくしよう！
フレッシャーズ 東館小児病棟 水分出納表の食事欄を記入しやすくしよう
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター 中材物品の過不足をなくそう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 食事の確認をスムーズにしよう！
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 外来患者様の術衣の汚染を防ごう
ＪＩＮ 腎センター 患者様のスリッパのバラツキをなくそう
ひまわり 外科外来 一診から二診への無駄な動きを減らそう
さくら餅 産婦人科外来 洗浄用オスバン液のムダをなくそう
ドライアイ 眼科外来 患者様のつえや傘が倒れないようにしよう
スッキリ 時間外室 電話相談の対応をスムーズにしよう
かたつむり 在宅医療推進室 訪問前の準備時間を短縮しよう
オバＱ 薬局 お薬のお待ち時間の表示を正確にする
まくろふぁーじ 中央臨床検査部 実験台と引き出しの中を使いやすくしよう！
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 尿タンパク定量のバラツキをなくそう
ヤングα 放射線科 放射線科における人間ドックの待ち時間短縮
臨工 臨床工学技士室 腎センターの室温のバラツキをなくそう
整理整頓 栄養課 食事箋受け付け時間を守ってもらおう
歩 栄養課 厨房機器の衛生管理と整理整頓
どっこいしょ 医事１課 カルテ表紙の変更（保険・住所・名前）をためないようにしよう！
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 指導料・管理料の算定漏れをなくそう！
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 人事登録事項変更届を期限内に提出してもらおう
ブーメラン 車輌・防災係 第二患者駐車場について
こすもす 保育所 玩具の破損・汚れをなくそう
1997年度
チルドレン 東館小児病棟 夜間、看護婦が訪室する際、付き添いの方を起こしてしまう件数を少なくしよう
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 超過勤務報告書の記入不備をなくそう
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 入院中のスケジュール表を活用しよう!!
ぽんぽんがし 東館４階病棟 処置室のドアの開閉をしやすくしよう
ヤングα 放射線科 患者様に渡すフィルム袋の使い勝手を良くしよう
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ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 患者様のベッドサイドに置いている松葉杖が倒れないようにしよう
ドライアイ 眼科外来 患者様からの問い合わせを少なくしよう
ＪＩＮ 腎センター 止血ベルトをスムーズに使えるようにしよう
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 処方箋の問い合わせ件数を減らそう
臨工 臨床工学技士室 透析原液補充作業の負担を軽減しよう
かたつむり 在宅医療推進室 訪問前の慌しさをへらそう
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター 入院時アンケートを見直そう
コウノトリ 北館３階病棟 授乳指導を徹底しよう!!
まくろふぁーじ 中央臨床検査部 効果的な在庫管理をしよう！
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 前室入室時の「寒い」と言う訴えをなくそう
こすもす 保育所 子どものけがを減らそう
歩 栄養課 厨房内の衛生管理について…（その１）配膳車の衛生管理
しらゆり 北館４階病棟 受け持ち意識を高めるために、初期プランよりプラン修正を１週間以内にしよう

どっこいしょ 医事１課 カルテ作成時間を短縮しよう！
ひまわり 外科外来 乳癌検診の流れをスムーズにしよう！
Ｊｉｎ２ 腎センター 透析終了患者様のスリッパの乱れをなくす
オバＱ 薬局 急配をなくそう
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 ディスポマスクの取り出しを１回、１枚にしよう
フレッシャーズ 東館小児病棟 中材物品の過不足をなくそう
ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 安静の必要な患者様に快適な入院生活を送ってもらおう
ブーメラン 車輌・防災係 配車のミスを無くして空いている車がわかる様に
整理整頓 栄養課 「産後食の御飯の量が多い!!」という声を減らそう
ピンクのぶた 北館６階病棟 ナースコールがなる前に患者様の用件をキャッチする
スッキリ 時間外室 定数物品・薬剤の補充不足をなくそう（ソルデム１・ネブライザーピース・綿球・抗生剤の不足をなくそう）

ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 リフトの扱いについて考える
さくら餅 産婦人科外来 予約患者様の待ち時間を短縮しよう
ママミルク 北館３階病棟 授乳室を利用しやすくしよう！
若葉 北館４階病棟 患者様に合った保証を提供しよう！
クリーン 北館５階病棟 時間外面会を減らそう
ストレス 北館６階病棟 患者様に安心して検査を受けて頂ける看護を提供する!!
さくら 北館７階病棟 排泄に使用する“お嬢さん”を散らかさないようにしよう
花ずきんちゃん 東館小児病棟 お子様連れの面会を少なくしよう
ベビーラブ 東館小児病棟 育児指導を充実しよう　Ｐａｒｔ２
こんぺいとう 東館４階病棟 退院時の薬の渡し忘れをなくそう！
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 整形外科手術時のイソジン賞毒液のムダを少なくしよう！
ナイスミドル 手術部・中央材料室 定期の器具、器材の滅菌パックのムダを少なくしよう－定期払い出しの未使用返却について－

のろまなカメさん 腎センター カルテの取りだし時間の短縮をはかろう
スマイル 小児科外来 検査データをスムーズに揃えよう！
オルトップ 整形外科外来 受付業務の無駄な動きを少なくしよう
ピアス 耳鼻咽喉科外来 予約時間と診察開始実時間のズレを少なくしよう
マウスピース 内視鏡室 内視鏡室の受付方法をわかりやすくしよう！
ＰＬのモナリザ 内科外来 便容器の改善を図る
クヮルテット 採血室・泌尿器科 患者様に予約時間の理解を深めて頂いて予約診療をスムーズにしよう
ドロンパ 薬局 カウンターでシップ薬を患者様に渡しやすくいよう
グリコ 中央臨床検査部 試薬の保管をわかりやすくしよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 予約検査中の電話応対を少なくしよう
α 放射線科 胃透視検査のバリウムコップを持ちやすくしよう
メーデー リハビリテーション科 外来新患の待ち時間を短縮しよう（連続して新患が来室したとき）
こころ曜日 心理相談室 日頃の「気づき」を大事にできるような職場にしよう
じゃがいも 栄養課 食品庫の整理整頓をしよう
ウェート・コントロール 健康管理課 診察・面接時、検診者の不在をなくそう！
ハード＆ソフト 管理課・資材課 ダクト用防虫網の取替作業をもっと楽（安全）にしよう
プリティウーマン 医事１課　会計係 会計窓口のシステムを患者様にわかりやすくしよう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 予約診療の診察番号の問い合わせを減らす
レインボー 医事２課　入院係 退院支払い後の再請求を無くそう
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 文書管理の効率化“オペレーション依頼書の枚数を減らそう”
1996年度
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 排泄についてのお待たせ時間を短縮しよう
若葉 北館４階病棟 包交車をきれいにしよう
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ともちゃんず 東館小児病棟・未熟児センター 直接母乳中のお父さんへの待ち時間を工夫しよう
ヤングα 放射線科 ２番撮影室の待ち時間を短くしよう！
ぽんぽんがし 東館４階病棟 オリエンテーションによる看護婦の業務の支障をなくそう
さくら餅 産婦人科外来 電話による予約変更の受付時間を一定させよう
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 入院時便検査の出し忘れをなくそう
スッキリ 時間外室 時間外室受診患者様のお待たせ時間の短縮(待ち時間を長いと感じた理由の件数を、減少させよう）

臨工 臨床工学技士室 透析機器の修理マニュアルをわかりやすくしよう
プリティウーマン 医事１課　会計係 会計窓口で患者様を待たせない様にしよう
整理整頓 栄養課 生鮮食料品の検収を確実に行おう
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 所定の位置に滅菌物を収納しよう！
まくろふぁーじ 中央臨床検査部 凝固系検査の受付時間を長くしよう！
ピンクのぶた 北館６階病棟 他科受診・検査の待ち時間を感じさせないようにしよう！
花ずきんちゃん 東館小児病棟 付き添い布団棚を効果的に活用しよう！
じゃがいも 栄養課 患者様の意見をくみいれよう！（食事のみためをよくしよう！）
こすもす 保育所 電気スイッチの消し忘れをなくそう
ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 休日のトイレのゴミがたまるのをなくそう
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 外来診療計算時間の短縮を目指して（患者様をお待たせしない為の計算業務へのチャレンジ）

マウスピース 内視鏡室 胃内視鏡検査の待ち時間の短縮を図る
しらゆり 北館４階病棟 ＣＡＰＤ室の整理整頓をしよう
ＪＩＮ 腎センター 定期血液検査の準備を効率化しよう
ストレス 北館６階病棟 配膳のお待たせ時間を短縮しよう！
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 ダイヤルインの利用率を上げよう！
こんぺいとう 東館４階病棟 着心地のよいリカバリ着の工夫
フレッシャーズ 東館小児病棟 中検からのミスの問い合わせ件数をなくそう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 器械類の払出し忘れや間違いを少なくしよう
ＣＡＬ 中央臨床検査部 検査の順番を間違えないようにしよう
歩 栄養課 決められた献立を、美味しく提供する為には!!
レインボー 医事２課　入院係 集計業務の時間短縮
コウノトリ 北館３階病棟 患者様の退院時間を短縮しよう
オルトップ 整形外科外来 患者様の問い合わせ件数を減らそう（快く受診して頂けるように）
ドライアイ 眼科外来 患者様の移動をスムーズにしよう
ドロンパ 薬局 お薬の待ち時間の問い合わせをなくそう
α 放射線科 胃・注腸検査の待ち時間を少なくしよう
蘭々 北館４階病棟 詰所内のテーブルの上の整理整頓
ベビーラブ 東館小児病棟 育児指導を充実しよう！
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 運用の効率化Ｐａｒｔ２“生きたコード表とは”
クヮルテット 採血室・泌尿器科 他の検査への問い掛け件数を少なくしよう
ＰＬのモナリザ 内科外来 患者様に至急検査をスムーズに廻って頂こう！
Ｊｉｎ２ 腎センター 血液透析中食事をおいしく食べてもらおう
クリーン 北館５階病棟 ベッドサイドの排泄用具を清潔にしよう（トイレまで歩いて行けない患者様の為に）

ピアス 耳鼻咽喉科外来 入院時必要な書類をわかりやすくそろえよう！
さくら 北館７階病棟 予約入院患者様の入院時のお待たせ時間の短縮（患者様に合った寝衣の準備時間の短縮をしよう！）

オバＱ 薬局 調剤をスムーズにしよう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 月末かけ込み伝票（請求書）をなくす
ひとつ屋根の下 北館５階病棟 臨時薬の処理方法を統一しよう（処理時間の短縮を図る）
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター 面会ノートを充実させよう！（面会ノートの工夫を試みて）
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 ひとりでリハビリへ行く患者様が訓練開始時間に遅れないようにしよう
かたつむり 在宅医療推進室 医事伝票の記入ミスをなくそう！
ベジタブル 栄養課 上処理時において食材仕分け時の容器使用数を減少しよう！
ウェート・コントロール 健康管理課 ドック後の精密検査を確実にフォローアップしよう！
のろまなカメさん 腎センター 穿刺の流れをスムーズにしよう!!（穿刺のお待たせ時間の短縮を図って）
グリコ 中央臨床検査部 検体集中時の至急データ報告を速くしよう
ひまわり 外科外来 大腸検査の説明を充分理解して頂くためには
ママミルク 北館３階病棟 時間外面会を減らそう！
メーデー リハビリテーション科 入院新患の待ち時間の短縮をしよう（お待たせ日数０日への挑戦）
りんごあめ 東館４階病棟 回診の開始時間を一定にしよう
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 至急のデータを早く返そう！Ｐａｒｔ２
ブーメラン 車輌・防災係 送迎予定表の記入ミスを無くそう
チルドレン 東館小児病棟 ミルクの温度を「あつい」「ぬるい」と答える件数を少なくしよう
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ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 無駄なＯＰガーゼを減らそう
スマイル 小児科外来 お呼びした患者様が内待合室におられない件数を少なくしよう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 再来受付機使用方法の問い合わせを少なくしよう！
1995年度
じゃがいも 栄養課 「椀盛り」の適正化
蘭々 北館４階病棟 心電図モニター装着時の不快感を減らそう
ヤングα 放射線科 フィルムの名前・日付を見やすくしよう
チルドレン 東館小児病棟 下膳棚に放置している残飯をなくそう！
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 手術室器材庫の整理整頓をしよう！
どっこいしょ 医事１課 電話応対の改善をはかろう！
ナイスミドル 手術部・中央材料室 スリッパを気持ち良く使って頂こう
こんぺいとう 東館４階病棟 実用性のある点滴台の工夫
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 時間外の郵便業務をスムーズに行おう！
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 朝食（食パン日）の患者様個々に合わせた食事準備時間を短縮しよう
ピアス 耳鼻咽喉科外来 診療伝票の処理項目を記入しやすくしよう
ともちゃんず 東館小児病棟・未熟児センター 調乳時間を短縮しよう
整理整頓 栄養課 パワーブレックファースト（朝食会議）をより効果的にすすめるためには
オバＱ 薬局 お薬のお待ち番号を減らそう
クリーン 北館５階病棟 他科受診をスムーズにする為には〈カルテの届け忘れをなくそう〉
ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 バーコード表整理と定数表示で中材物品請求の時間短縮を図ろう
ストレス 北館６階病棟 患者様に入院中のスケジュールをお知らせし、快適な入院生活を送って頂こう

ＣＡＬ 中央臨床検査部 伝票の受け取りを確実にしよう
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 すべての患者様に満足して頂ける配茶をしよう!!－朝の配茶用コップの集め忘れをなくそう！－

ひまわり 外科外来 肛門疾患の診察をスムーズに受けていただく為には
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 請求書の出力ミスを削減しよう（患者様をお待たせしない為の計算業務へのチャレンジ）

プリティウーマン 医事１課　会計係 会計業務を見直そう!!（手書き自費と他部署への協力依頼）
さくら餅 産婦人科外来 待ち時間を短縮しよう！
スマイル 小児科外来 入院患者様をすぐに病棟に案内しよう！
のろまなカメさん 腎センター 増床による夜間透析を満足して受けて頂ける為には
歩 栄養課 食事の入れ替えミスを入れ忘れをなくす！
α 放射線科 フィルム袋の整理・整頓（やぶれたフィルム袋をなくそう）
ハード＆ソフト 管理課・資材課 キンダリー容器の切断をもっと安全に楽にしよう
レインボー 医事２課　入院係 患者様の入院費に関する不安を無くそう（親切な入院費）
しらゆり 北館４階病棟 入院オリエンテーションの充実をはかろう！
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター 不潔に対する理解度の向上
ひとつ屋根の下 北館５階病棟 処方箋における点滴、注射のサインもれをなくす
フレッシャーズ 東館小児病棟 患者様の立場に立った効果的なオリエンテーションを行おう
スッキリ 時間外室 毎日の物品・備品チェック時間を短縮しよう！
グリコ 中央臨床検査部 “まだですか”の問い合わせを少なくしよう
Ｊｉｎ２ 腎センター 中材物品請求業務の改善
ＰＬのモナリザ 内科外来 初診患者様の診察後の行動をわかりやすくしよう！
オルトップ 整形外科外来 入院患者が外来に降りてから診察までの時間を短縮しよう
ベジタブル 栄養課 調理器具の置き場所を徹底しよう
さくら 北館７階病棟 患者様が自分にあった防水シートをすぐ取り出せるように整理整頓しよう
ママミルク 北館３階病棟 妊婦さんに安楽な洗髪をしよう！
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 毎朝の採血をスムーズに行おう！－患者様をおまたせしないために－
花ずきんちゃん 東館小児病棟 体温計の不明をなくそう！
りんごあめ 東館４階病棟 定期中材器械の紛失をなくそう
ＢＩＳ－ｓｉｘ 中央臨床検査部 至急のデータを早く返そう！
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 生きたコード表とは
ピンクのぶた 北館６階病棟 患者様の日常生活を維持するためのニーズを満たそう！
こすもす 保育所 夏祭りのお楽しみ会を充実させよう
マウスピース 内視鏡室 大腸ファイバー検査における不安を軽減しよう
まくろふぁーじ 中央臨床検査部 時間内に業務を終わらせよう！
ＪＩＮ 腎センター ＣＡＰＤ外来の待ち時間を工夫しよう!!
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 各ルームの棚のテープの整理整頓をしよう
ドロンパ 薬局 臨時薬のチェックをスムーズにしよう
メーデー リハビリテーション科 外来新患の待ち時間を短縮しよう
ブーメラン 車輌・防災係 定期的に洗車をしよう
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コウノトリ 北館３階病棟 ＢＡＢＹの出生を早く家族に伝えよう！
若葉 北館４階病棟 患者様の検査の場所を分かりやすく説明しよう
ドライアイ 眼科外来 予約カードの忘れ、紛失を無くそう
ベビーラブ 東館小児病棟 乳房チェックを確実にしよう！
ウェート・コントロール 健康管理課 保険証を忘れずに持ってきてもらおう！
クヮルテット 採血室・泌尿器科 採血後の出血をなくそう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 アメニティ空間を考える
臨工 臨床工学技士室 必要物品の場所をわかりやすくしよう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 診察前検査の伝票お渡し時間の短縮を図ろう！
1994年度
メーデー リハビリテーション科 電話による伝達事項を正確に伝えよう
ベビーラブ 東館小児病棟 中材物品請求の時間短縮を図ろう
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 プロテクターを取りやすくしよう
オバＱ 薬局 コンピュータ（錠剤自動分配機）による調剤をスムーズにしよう
りんごあめ 東館４階病棟 病室の蓄尿ビンを少なくしよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 回収時、清潔・不清潔物品が交じり合わないようにしよう
ともちゃんず 東館小児病棟・未熟児センター 両親の入院時待ち時間を有効に使っていただくためには
Ｊｉｎ２ 腎センター 透析前の待ち時間を短縮しよう
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 問い合わせ件数の削減を目指して
のろまなカメさん 腎センター 患者さんのお待たせ時間を短くしよう（検査・病棟への送り）
若葉 北館４階病棟 ベッド上のゴミをなくそう
さくら 北館７階病棟 おしぼりタオルの不快な臭いをなくそう
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター ベビー周囲の整理整頓をするためには
こんぺいとう 東館４階病棟 時間外面会者を少なくしよう
α 放射線科 撮影室をわかりやすくしよう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 氷枕のもれをなくそう!!
マウスピース 内視鏡室 大腸ファイバーの待ち時間を短縮しよう
中検Ｂ 中央臨床検査部 予約検査の受付をスムーズにしよう
どっこいしょ 医事１課 昼休憩時の受付業務の改善（受付カウンター業務をスムーズにする為には？）

レインボー 医事２課　入院係 退院検査時間の短縮
ピンクのぶた 北館６階病棟 入院時オリエンテーションの統一化をはかろう
ＪＩＮ 腎センター 上段カウンターの整理整頓をしよう!!
オルトップ 整形外科外来 問診時、患者プライバシーを守るためには
整理整頓 栄養課 申し送り事項の徹底
さくら餅 産婦人科外来 初期の妊婦検診に関する問い合わせをなくそう
ちゃっきり娘 内科外来ＭＣ係 カルテの出し間違いをなくそう
こすもす 保育所 トイレのスリッパを揃えよう
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 リハビリ訓練開始時間の遅れをなくそう!!
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 来客の応対を再検討しよう
チルドレン 東館小児病棟 退院時の忘れ物をなくそう！
ひとつ屋根の下 北館５階病棟 「ちょっと待って！」をなくそう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 面会時間の徹底－手術当日の患者様家族の時間外面会者３名までを守ろう－

ヤングα 放射線科 撮影後の行き先をわかりやすくしよう
コウノトリ 北館３階病棟 退院時間を把握しよう!!
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 業務依頼書の様式を統一しよう
花ずきんちゃん 東館小児病棟 点滴中のトイレ移動をスムーズにしよう!!
ストレス 北館６階病棟 検査場所の問い合わせをなくそう！
中検Ｂ２ 中央臨床検査部 声をかけられたら気持ちよく返事をしよう
じゃがいも 栄養課 昼食時の「前」作業の短縮
ドライアイ 眼科外来 特殊検査予約台帳の記入もれをなくそう
クヮルテット 採血室・泌尿器科 患者さんの問いかけにスムーズに答えられるようにしよう
スマイル 小児科外来 採尿パックに関する問い合わせを少なくしよう
ママミルク 北館３階病棟 分娩セットの収納を楽にしよう
ぶどうあめ 東館４階病棟 手術後重症者のシーツ交換時間を短縮しよう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 患者様がベッドへ楽に移動できるようにしよう！
ドロンパ 薬局 お待ち時間の短縮をはかろう!!
しらゆり 北館４階病棟 退院薬の忘れ物をなくそう
ハード＆ソフト 管理課・資材課 備品購入の「お伺い書」を見つける時間を短縮しよう
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 身体を拭いてコールをなくそう～患者様の必要に応じた清拭をするために～
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ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 業務整理で新生児の手続きミスをなくそう!!
ウェート・コントロール 健康管理課 人間ドック店員割れを減少しよう
ＰＬのモナリザ 内科外来 点滴ベッドを清潔にしよう
中検Ａ 中央臨床検査部 検体置き場をわかりやすくしよう
臨工 臨床工学技士室 保守点検の作業時間を短縮しよう
プリティウーマン 医事１課　会計係 日勤・当直者の会計業務の理解度を高めよう!!（基本的なマニュアルを作成しよう）

ピアス 耳鼻咽喉科外来 暴れる幼児がおとなしく診察できるようにしよう
歩 栄養課 食事の誤配を減らそう!!
ひまわり 外科外来 処方箋の記入ミスをなくそう
1993年度
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 スリッパのぬぎ捨てをなくそう！
りんごあめ 東館４階病棟 検温時のムダな行動をなくす
しらゆり 北館４階病棟 看護器材の未消毒をなくそう
オバＱ 薬局 患者様の不安による連打・連続の件数を減らそう！
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 ミスコピーの枚数を少なくしよう！
ぽんぽんがし 東館４階病棟 回復室転室後の片付け忘れをなくそう！
ともちゃんず 東館小児病棟・未熟児センター 申し送りを短縮しよう！
じゃがいも 栄養課 昼食時の配膳開始遅れ防止
ナイスミドル 手術部・中央材料室 外来器械の物々交換をスムーズにしよう
ストレス 北館６階病棟 退院時薬の渡し忘れをなくそう
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 未収・返金件数を削減しよう
さくら 北館７階病棟 レントゲンの袋をスムーズに収納しよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 患者様が希望された時に待たせずＢｅｄ　upができる
チルドレン 東館小児病棟 清拭タオルの回収忘れをなくそう
ドロンパ 薬局 カウンターでの「お待ち番号」に対する問い合わせ件数を減らそう
ひとつ屋根の下 北館５階病棟 モーニングケアの内容を充実させるには
ピンクのぶた 北館６階病棟 ＭＲＳＡ病室の整理整頓をし、使いやすくしよう！
ママのパイパイちゃん 北館３階病棟 ２４時間母子同室制で母乳育児を成功させよう～ナースが感じる母親の疲労感を10％以下にしよう～

ベビーラブ 東館小児病棟 ボールペンの紛失をなくそう
ＨＯＲＮ２ 手術部・中央材料室 体位固定時の物品不足をなくそう
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 各端末に対する操作方法のクレームをなくそう
レインボー 医事２課　入院係 所在がわからない～所在をハッキリ・明確にしよう!!わからない件数、０件を目指して!!～

ウェート・コントロール 健康管理課 胃透視終了後の検診者へお茶の出し遅れをなくそう
ＪＩＮ 腎センター 薬の過不足をなくそう!!
整理整頓 栄養課 米飯の炊き上がりムラをなくす
中検Ｂ 中央臨床検査部 心電図検査の迅速化～心電図の取り直しを少なくしよう～
中検Ａ 中央臨床検査部 時間外での検査容器に関する問い合わせを少なくする
スマイル 小児科外来 カルテの入れまちがいをなくそう
オルトップ 整形外科外来 腰部診察患者の更衣間違いをなくそう
Ｂｉｇ　Ｖｏｉｃｅ 北館７階病棟 ３日以内に検便を提出する
こすもす 保育所 玩具の整理整頓
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 イソジン消毒薬の無駄をなくそう!!
フレッシャーズ 東館小児病棟 点滴の接続部をはずれない様にする
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター 中材物品の過不足を無くそう
花ずきんちゃん 東館小児病棟 注入札を使いやすくしよう
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 遅出業務の検体づくりの時間短縮
若葉 北館４階病棟 間違え面会者への対応時間の短縮
歩 栄養課 カードケース（献立入れ）の破損の減少
ハード＆ソフト 管理課・資材課 修理工作伝票の取り出し時間を短くしよう
メーデー リハビリテーション科 事務用品の管理をきっちりしよう！
インフォメーション 内科外来 ８番窓口で患者様に受付表（番号札）をスムーズに出してもらおう
どっこいしょ and　プリティウーマン 医事１課 あいさつする習慣を身につけよう！（笑顔で応対への第一歩）
ママミルク 北館３階病棟 日曜祭日の沐浴による深夜の時間外勤務をなくそう！
α 放射線科 放射線科受付をわかりやすくしよう
ナイスミドル２ 手術部・中央材料室 乳首を長持ちさせよう
さくら餅 産婦人科外来 採尿忘れをなくそう！
中検Ｂ２ 中央臨床検査部 電話応対について考える
1992年度
ハード＆ソフト 管理課・資材課 カタログの取り出し時間を短くする
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ナイスミドル 手術部・中央材料室 オートクレーブの作動回数を減らそう
オバＱ 薬局 散薬の調剤をスムーズにしよう
中検Ｂ 中央臨床検査部 腹部エコー検査の迅速化～腹部エコー検査を予約時間通りにしよう～
ファイトいっぱつ 北館５階病棟 輸液セット、注射針の不足をなくそう
メーデー リハビリテーション科 タオルの使用量（コスト）を減少しよう
ベビーラブ 東館小児病棟 クベース周囲のコード類を整理整頓するには
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 診療計算修正件数の削減をしよう～ミス入力削減を目指して～
しらゆり 北館４階病棟 入院ベッドを完備しよう～入院患者を待たせることなくベッドに案内するには～

ドロンパ 薬局 処方箋とともに診察券を出してもらうには
プリティウーマン 医事１課　会計係 時間外全額未収金の回収率を高めよう
スマイル 小児科外来 窓口での“順番まだですか？”の問い合わせを少なくしよう
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 腰背部消毒時患者さんの“冷たい”という訴えをなくそう
ストレス 北館６階病棟 付き添いベッドの使用開始・終了の連絡もれをなくそう
Ｔｈｅ　Ｆｕｚｚｙ システム開発課 問い合わせ件数の減少
ピンクのぶた 北館６階病棟 担当Ｎｓの名札入れ忘れをなくそう
ナイスミドル２ 手術部・中央材料室 滅菌物の乾燥物ムラをなくそう
ウェート・コントロール 健康管理課 お客様に気持ちの良い検診着を着ていただくためには
さくら 北館７階病棟 適切な長さのロープをスムーズに取り出そう
整理整頓 栄養課 給食予備数の適正化
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 絆創膏のコストを意識して使おう
こんぺいとう 東館４階病棟 尿測時間の短縮
りんごあめ 東館４階病棟 中材物品の不足をなくそう
レインボー 医事２課　入院係 ムダな電話の件数を削減しよう
ぽんぽんがし 東館４階病棟 部屋番号の問い合わせにかかる時間を減らそう
フレッシャーズ 東館小児病棟 下膳棚の残飯処理の改善
中検Ａ 中央臨床検査部 時間外に電話なしで検体がくる
ママミルク 北館３階病棟 分娩室での物品補充不足をなくそう
中検Ｂ２ 中央臨床検査部 時間内外来至急検査の成績を診療側に早く届ける
ＪＩＮ 腎センター 穿刺前準備をスムーズにしよう
1991年度
ピンクのぶた 北館６階病棟 検便の未提出伝票のたまりを少なくしよう
キンダリーＡＦ２号 腎センター ＡＶＦ針の過不足をなくす
ナイスミドル 手術部・中央材料室 看護器材（ガーゼ）の収納間違いをなくそう
ひまわり 北館５階病棟 与薬時間の短縮を図る
しらゆり 北館４階病棟 申し送り時間の短縮をめざして
インフォメーション 内科外来 『すみません』件数を減らそう
ＪＯＢ　ＳＴＡＲＴ 医事２課　計算係 ミス入力の削減をしよう
中検Ｂ 中央臨床検査部 リフト利用の改善
中検Ａ 中央臨床検査部 欲しいときにノートがない
整理整頓 栄養課 在庫食品の買い忘れをなくそう
メーデー リハビリテーション科 連絡ノートを持って行く時間のバラツキをなくす
Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 東館小児病棟 毎日全員保清ができるようにしよう
α 放射線科 受付の無人化をなくそう
どっこいしょ 医事１課 保険証と申込用紙の確認ミスをなくす
花ずきんちゃん 東館小児病棟 朝の検温にかかる時間を短縮しよう
レインボー 医事２課　入院係 退院後の再請求を削減しよう
さくら 北館７階病棟 清拭時使用したビニール袋のムダをなくす
それやれ！ＯＲＩＧＩＮ 総務部 担当業務をわかりやすくしよう
オバＱ 薬局 カウンター業務をスムーズにしよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 配茶時間を短縮する
1990年度
キンダリーＡＦ２号 腎センター 透析専用トレイを使いやすくする
Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 東館小児病棟 点滴ルートの接続部がぬけるのを半分にする
ＱＣ・アイシー・メルシー 北館４階病棟 温度表の記入もれをなくそう
オバＱ 薬局 小児科の調剤時間を短縮しよう
メーデー リハビリテーション科 カルテの記入もれをなくす
整理整頓 栄養課 患者の食事検索時間を短くしよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 手術用下着を着やすくしよう（ゴムのゆるい手術用下着（ズボン）をなくそう）
ゴカイ 北館５階病棟 中材請求の時間の短縮をはかる
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ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 松葉杖作成時間の短縮
ピンクのぶた 北館６階病棟 検体提出ミスをなくそう（中検からの問い合わせ電話をなくそう）
ＯＲＩＧＩＮ 総務部 コピー経費を節減しよう（一枚のコピーを大切に）
Ｃｈｉｌｄｒｅｎ２ 東館小児病棟 点滴シーネを巻く時間を短縮しよう
α 放射線科 カセッテを清潔にしよう（高めよう清潔意識）
ぽんぽんがし 東館４階病棟 患者さんが起きやすい処置室ベッドの改善
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 単包器械カードの紛失をなくそう
キンダリーＡＦ２号２ 腎センター 治療薬剤を確実に注入する
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 挿管チューブの定数「２本」を守ろう
じむきょく ＱＣ事務局 ＱＣ備品の整理整頓
1989年度
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 麻酔カート内常時使用物品の不足をなくそう
ＯＲＩＧＩＮ 総務部 タイムカードの押し忘れをなくそう
若草 腎センター 穿刺時間を短くしよう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 回収器材の散乱をなくそう～スムーズに作業をするために～
α 放射線科 胃エックス線検査に於ける患者さんの待ち時間を短縮しよう
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 滅菌ガウン・ベースンの収納時間を短縮しよう
ナイスミドル２ 手術部・中央材料室 オートクレーブ取り出し手袋を探すムダをなくそう
中検Ａ（ODAGUMI） 中央臨床検査部 電話による検査結果の問い合わせを少なくしよう
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 内服薬の詰め間違いをなくそう
1988年度
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 術中の使用材料の記録もれをなくそう
ＯＲＩＧＩＮ 総務部 郵便物の誤配をなくそう
ナイスミドル 手術部・中央材料室 作業中の火傷事故を０（ゼロ）にしよう
オバＱ 薬局 ボールペン・ハサミ・マジックをもとの場所にもどす
頑張れパワーズ 腎センター 時間投薬の忘れをなくす
お手数かけます 東館４階病棟 電子体温計の行方不明をなくそう
Ｔｈｉｎｋｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｓｓ 北館７階病棟 指定時間以外の面会者を半減する
ミラー・オブ・ナース 北館７階病棟 体温計の破損を少なくする
中検Ｂ 中央臨床検査部 残業時間を減らす
ＮＥＷ　ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 手術室器材庫の物品を取り出しやすくしよう
中検Ａ（ＯＤＳＧＵＭＩ） 中央臨床検査部 時間外緊急検査の迅速化
ゆりかご 東館小児病棟・未熟児センター 調乳に関する臨時請求を減少させる
1987年度
あお 東館４階病棟 内服の誤薬をなくそう
つづけナイチンゲール 東館４階病棟 ムダな電話の件数を減らす
こすもす 保育所 流行性疾患児受入時の確認を徹底する
ベビーラブ 未熟児センター 調乳、分乳時間の短縮
α 放射線科 写損（ロスフィルム）の軽減
ＨＯＲＮ 手術部・中央材料室 手術室における無菌維持対策
ナイスミドル 手術部・中央材料室 至急請求の減少と対応をスムーズにする
ミラーオブナースと呼ばれたい 北館７階病棟 朝の配茶時間を短縮する
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