
年度 チーム名 TQM活動テーマ 主な部署

２０１９年度 アクションカード広め隊　 迷わない・焦らない・スムーズな避難 A3

寺坂家の人々 by NCT~ 経管栄養の考え方、そろそろ統一しません？ NST

内視鏡 ONE TEAM 「美味しくない」胃粘液除去剤を飲みやすくする工夫 内視鏡

ソムリエ 美食家探偵団 経腸栄養剤を美味しく飲む方法を解明せよ！！ 薬剤科

T2Tナース 関節リウマチ患者の患者教育の充実を目指して 外来

安全・確実な点眼めざし隊　 眼科患者の入院前から退院支援を！！ A6

２０１８年度 嶋じいさんとアルプスの愉快な仲間たち 患者に分かりやすいお薬をお伝えする 薬剤科

退院調整し隊なぁ 患者、家族の思いを叶えたい D4

RES(コウドウ・ブルー） RES対応　振り返りの質向上を目指して！！ ACLS

ウサイン・オクノ率いるTEAM血内 発見！血培！抗菌薬！業界最速を目指します C5

ゴクゴクおませ隊 「美味しくない」胃粘液除去剤を飲みやくする方法 内視鏡看護

NEW SUPER RADIO BPOTHERS 放射線防護教育~放射線のことをもっと知ってもらおう～ 放射線科

京都桂川園 自主的ボランティア活動の取り組みについて

川岡東小学校 川岡東キッズボランティア　活動報告

２０１７年度 team No！梗塞　　 迅速かつ安全な脳アンギオ検査・治療を目指して 放射線科

緊急出動　事務レンジャー 事件は会議室で起きてるんじゃない！現場で起きてるんだ！ 会計課

ER戦隊トリアジャー 休日・夜間の救急受診の患者の対応を改善しよう 救急看護

みんな（海）の声が聴きたくて🎶 身内に勧めたくなるカテーテル検査・治療をめざして 心カテ室

名探偵SK2 T 内視鏡センタ―における環境汚染と粘膜曝露 内視鏡看護

wish！KSST 入院前から始める手術オリエンテーション A5看護

スシ食い隊 その1口を支えるために広げよう　嚥下の輪　 リハビリ

Team Kidniy　 腎疾患患者の教育体制の構築とチームサポート 腎臓内科

しまGと荒くれ者たち 薬局業務の荒波を超えて、ヒヤリ・ハットの削減に挑む 薬剤科

京都府桂高校京野菜研究班　研究活動報告

２０１６年度 リンパ浮腫ケア管理料算定にむけて リンパ浮腫ケア管理料算定にむけて A5

入浴前運動推進委員会　　 入浴とリハビリの両立を目指して リハビリ

Team Kidniy　　 プロジェクトⅡ「腎疾患患者の教育体制の構築とチームサポート」 腎臓内科

Cardio-Vascular Center WARS カテ前オリエンテ－ショのさらなる充実をめざして 心カテ看護

食べまる子ちゃん ～小児食の満足度UPと食育の推進～ 栄養科

SASをSASSATO終わらせた隊 検査から導入までの道のりは長くて・・・ 検査

おくすりマンとゆかいな仲間たち 　休日夜間の小児患者さんへの対応を改善しよう！ 薬剤科

Team Universal CT KATSURA リラックスできる検査で心拍数を減少させる患者負担軽減につなげよう！ 放射線科

２０１５年度 team　primary suevey 救急でのX線写真を最大限迅速に提供し救命につなげる 放射線

チーム熱血しゅうぞう 退院時リハビリテーション指導の充実 リハ

変化なし 検査オリエンテーションの充実を目指して A3

内視鏡変え太郎 内視鏡における待ち時間短縮を目指して 内視鏡

安心してください（オムツ）着けてますよ（考慮中）オムツ交換を見直してコストダウン、快適な睡眠、仕事の効率化を目指して D4

イッツ・ア・移植チーム 造血移植患者の総合的支援を目指して C5

テキエンモンスター 適塩の重要性を理解していただき、「適塩生活」を継続していただくために 腎内

ライザップ５０００ ＲＥＳコールの更なる質の向上を目指して ACLS

安全な薬物治療を応援し隊 救急診療室移転に先立ち薬局内業務見直し 薬剤科

ＤＣと呼ばれ隊【カードじゃないよ】 医師事務認知を目指して 医師事務補助

ＣＤ減らし隊！！ 標準予防策を徹底し、ＣＤＩ院内拡大予防につとめる！！ Ｃ３

２０１４年度 うんち探偵団 術後排泄障害への取り組み A5

お産を増やす隊パートⅡ お母さんと赤ちゃんにやさしい病棟を目指して Ｄ２

チームぷろとん ＭＲ対応ペ－スメーカー挿入患者へのＭＲ検査を安全に行うための活動 放射線科

認知症ケア合同チーム 認知症を支える新しい組織作り リハビリ

それ行け！外来マン！ 外来栄養指導件数ＵＰと診療科への周知ＵＰを目指して 栄養科

もったいないおばけ 内視鏡のコスト削減 内視鏡

”ザ・事務部” より快適で安全な病院環境を目指して 事務部

チームばくろっく 抗がん剤曝露対策の意識向上を目指して がん看護委員会

２０１３年度 Ｂ２チーム 帝王切開時の夫立ち合い分娩の検討 Ｂ２

Ｄ５チーム 化学療法内服の副作用のケア連携（入院－外来） Ｄ５

輸血部 安全な輸血についての取り組み 輸血部



放射線科 放射線検査時の患者移動補助具の検討 放射線科

チーム「とったど～」 退院支援に関わる診療報酬に関わる情報共有 地域連携

ＤＭ　ＣＯＭＥ　ＴＲＵＥ 糖尿病教室の質向上 Ｄ４

かつらソナえもんズ 災害時の食事提供と備えに関する検討 栄養科

ＷＩＬＤグループ 内視鏡検査前、水分摂取についての検討 内視鏡

　といあわせコナーズ　玄関用 疑義照会に関する検討 薬剤科

松井チーム 眼科手術前点眼の改善について A6

チームＤ リハビリテーションセンタ―の安全管理 リハビリ

転倒・転落から患者と医療者を守り隊 転倒転落防止策の検討 看護部

２０１２年度 転倒転落防止 看護部

安全で快適な診察や検査をめざして！ 放射線科

在宅指導料をしっかり理解してスム－ズな退院支援を！！ 地域連携

糖尿病教育の充実 Ｄ４

RESコールにおけるチーム医療 救急

採血管の紛失ゼロを目指す 検査科

土曜日リハビリテーション介入の現状と今後の方向性について リハビリ

苦痛のない咽頭麻酔をめざして 内視鏡

２０１１年度 ゆう子サロンへようこそ～眼科サロンゆう子火・木営業中～ Ａ６

帝王切開術での夫立ち会いに向けて ＯＰ室

D3・エレベーター・ホール前の交通渋滞の解消 リハ

ＤＭの未来予想図　～ＤＭスクールの充実をめざして～ Ｄ４

イレッサ内服患者の副作用への関わり　 Ｄ５

より良い安全な輸血を目指して 検査科

転落防止 看護部

患者移動用シートの作成、検討 放射線科

ＷＡＴＥＲでスッピン美人だぜぇ 内視鏡

災害時の食事提供・栄養管理に備えて 栄養科

院外処方箋の問合せを減らそう 薬剤科

２０１０年度 省徐時代～やっぱ！めちゃめちゃ気になる薬品管理♪～ 薬剤科

腫瘍ハンター＆レトリーバー C棟4階

見ッキーマウス C棟5階

（仮）Ａ３中庭美化計画 A棟3階

ＡＩＲちゅーにゅー B棟3階

洗腸レンジャー 内視鏡

ナースとドクター　　　　　　たまにムック A棟4階

GO！GO！外来ダーズ 栄養科

やさしさ・笑顔で案内し隊 事務所

ＪＩＮ―迅― リハビリ

Smaq×２ 心カテ室

ゴーストバスターズ 放射線

２００９年度 この頃加算な女の子 栄養科

べっぴんさんになりたい隊 看護管理室

がっちりいただき隊 検査科

笑顔のゴレンジャー 庶務課

桂ツアーコンダクターズ 放射線科

HAPPY ENT 薬剤科

医事ナビゲーター草食系 医事２課

ハッピーハッピー Ｄ４

カテ猿！！ 心臓血管センター

チーム安全地帯 庶務課

検査オーダー見直し隊 検査科

かつら鉄道　迷わせま線 リハビリテ―ション科

ケンサの神様 検査科

踊る！！手術室 手術室

２００８年度 Ａ３病棟薬品管理への薬剤師の介入 薬剤科

紹介検査を増やそう！（ＣＴ・ＭＲ検査） 放射線科

離乳食のガイドライン変更にともなって 栄養科



当直時間帯におけるグラム染色のＦＭＥA 検査科

災害に備えた取り組み 事務部

　共通テーマ「喜ばれる病院プロジェクト」 看護部

・Ａチーム「もっと働きたい環境作りのために、職場におけるリラクゼーションを提

案します
看護部

・Ｂチーム「患者さん・家族・新入職員が迷うことなく目的地にたどり着くため

に、わかりやすい院内表示および病院案内図作成を提案します」
看護部

・Ｃチーム「患者さんに役立つ情報を、視覚的に提供するための提案をしま

す」
看護部

・Ｄチーム「平日日勤帯の緊急入院情報提供用紙を提案します」 看護部

・Ｄ’チーム「夜間・休日に病院がぐらっと揺れたとき、私たち（日当直科長・

係長）は何ができるか」
看護部

２００７年度 当院における簡易懸濁法の取り組みについて 薬剤科

ロスフィルムを減らそう　 放射線科

5分でお掃除きれいにしよう＆調理師によるベッドサイド訪問 栄養科

RCA分析－病理検査室において－ 検査科

消費コントロール・環境への取り組み　 事務部

ミドル会接遇チーム　    　　 看護部


