
国立病院機構長崎医療センター 

令和 2 年度 院内臨床研究発表会 プログラム 

 

  (一演題：発表 4 分，質疑応答 3 分以内)  日 時 ： 令和 3 年 3 月 9 日（火） 17：30-19：15 

       場 所 ： あかしやホール 

       
＜1＞ 

◆司会：三浦 史郎（病理研究室長） 
 

17：30  
黒木 保 臨床研究センター長 挨拶 

 

17：35  

 

1. 江島 遥  臨床検査科 

当院における侵襲性感染症の発生動向 

2. 山口 英明 診療放射線部 

CT Perfusion を用いた、高画質 CT Angiography 画像作成について 

3. 原 健太朗 看護部 手術センター 

手術センターにおける麻酔導入・手術準備時間推定式の妥当性の検証 

4. 米澤 武人 リハビリテーション科 

急性期病院における廃用症候群患者へのリハビリテーション介入が日常生活動作に及ぼす要因 

5. 林 勝仁  リハビリテーション科 

妊婦における腰痛骨盤痛と筋肉量との関連についての研究 

 

18：10  

 

6. 下山 孝一郎 呼吸器外科 

術前呼吸リハビリおよび気管支拡張剤吸入による術前術後の呼吸機能改善についての検討 

7. 梅木 悠希 総合診療科 

当院の医療従事者における Do-not-attempt-resuscitation (DNAR)に対する認識についての実態調査 

8. 坂本 陽  看護部 高度救命救急センター 

高度救命救急センターにおける医療機器圧迫関連創傷予防的カンファレンス実施による 

協働作業認識の変化および発生率の調査 

9. 吉田 淳一 診療放射線部 

心サルコイドーシス PET 検査における心筋の生理的集積低下を目的とした絶食時間の検討 

10. 黒田 拓也 臨床検査科 

当院における不規則抗体の検出状況と酵素法に関する検討 

 

18：45  

 

11. 坂口 恭平 小児科 

当院における菊池病（組織球性壊死性リンパ節炎）の臨床的検討 

12. 石橋 信弘 小児科 

極低出生体重児及び超低出生体重児における血清 IgG 値の推移についての検討 

13. 濵田 隆志 外科 

大腸癌同時性肝転移に対する肝切除術と化学療法による集学的治療戦略の検討 

14. 竹井 大貴 外科 

人工肛門造設術に対するスプレー式癒着防止剤（アドスプレー®）の有効性の検討 

 



国立病院機構長崎医療センター 

令和 2 年度 院内臨床研究発表会 プログラム 

 

  (一演題：発表 4 分，質疑応答 3 分以内)  日 時 ： 令和 3 年 3 月 10 日（水） 17：30-19：15 

       場 所 ： あかしやホール 

       

＜2＞ 
 

◆司会：阿比留 正剛（肝癌治療研究室長） 
 

17：30  

 
1. 末永 英世 小児科 

当院における極低出生体重児の１８-２２か月予後 

2. 島本 惟  診療放射線部 

深吸気息止めを用いた左乳房放射線治療の有用性について 

3. 百枝 裕太郎 看護部 3A 病棟 

救急外来を独歩受診した急性期脳梗塞患者に対するトリアージナース導入の効果に関する研究 

4. 本田 和也 統括診療部 

多職種協働で実施した Nagasaki Medical Center-Stroke Hotline（NMC-SHOT）による 

急性期脳梗塞診療プロトコールの見直しとその効果（第一報） 

5. 吉永 龍史 リハビリテーション科 

高度救命救急センターで人工呼吸管理となった重症患者における歩行自立の予測因子の検討 

 

 
18：05 

 

6. 冨田 浩平 リハビリテーション科 

心不全患者のサルコペニア発症における運動耐容能回復の阻害因子と 

欧州心不全セルフケア行動尺度を用いた再入院の原因調査 

7. 若山晃輔  リハビリテーション科 

心臓リハビリテーションを実施した心不全患者の 1 年再入院率に関連するリスク因子の検討 

8. 前田 裕介 診療放射線部 

心筋血流解析ソフトウェアの特性把握 

9. 岩永 真悟 臨床検査科 

当院における血液培養の培養状況分析 

10. 伊藤 健大 統括診療部 

脳卒中を中心とした脳神経疾患領域における日本版 nurse practitioner（NP）による 

特定行為の現状についての検討 

 

18：40 

 

11. 小川 由夏 脳神経外科 

頚部内頚動脈の走行と周囲骨構造物との関係およびプラーク形成に関する研究 

12. 井町 賢三 形成外科 

当科における軟部悪性腫瘍の診断、治療の検討 

13. 宮副 祥一  小児科 

極低出生体重児における修正 40 週で撮像した DTI(diffusion tensor imaging)所見と 

発達予後の関連について 

14. 山下  万平 外科 

膵頭十二指腸切除術後の脂肪肝発生におけるリスク因子の検討 

15. 平山 昂仙  外科 

腹腔鏡下大腸切除における腹水スメア検査の有用性の検討 



 

国立病院機構長崎医療センター 

令和 2 年度 院内臨床研究発表会 プログラム 

 

  (一演題：発表 4 分，質疑応答 3 分以内)  日 時 ： 令和 3 年 3 月 11 日（木） 18：15-19：20 

       場 所 ： あかしやホール 

       

＜3＞ 
 

◆司会：寶來 吉朗（自己免疫研究室長） 
 

18：15 

 
1. 野口 美帆 形成外科 

皮膚潰瘍に対する propylbetaine-polihexanide の治療効果 

2. 冨田 彩華 診療放射線部 

体位変換による苦痛軽減を目的とした踵骨３方向撮影補助具の検討 

3. 添田 李子 病理診断科 

胎児型形質を有する胃癌の臨床病理学的特徴 

4. 浦川 立貴 小児科 

成長曲線による学校検診の実施状況と大村市基準についての検討 

5. 吉岡佐千佳 小児科 

当院 NICU における volume-controlled ventilation 使用時の予後に関する検討 

 

 

18：50  

 

6. 古賀 洋一 外科 

小児虫垂切除術における手術術式に対する検討 

7. 太田 晃仁 診療放射線部 

核医学装置における検出器感度の劣化状態の把握 

8. 森 英毅  総合診療科 

急性虫垂炎における舌診の診断特性に関する検討 

9. 塩崎 絵理 脳神経外科 

くも膜下出血症例の血腫分布と予後についての検討 

 


