
国立病院機構長崎医療センター 

平成 30 年度 院内臨床研究発表会 プログラム 

 

  (一演題：発表 6 分，質疑応答 4分以内)  日 時 ： 平成 31 年 3 月 11 日（月） 18：00-20：10 

       場 所 ： 臨床研究センター大会議室 

       
＜1＞ 

 

◆司会：伊東正博（機能形態研究部長） 
 18：00  

 

江﨑 宏典  院長 挨拶 

 

1. 江島 遥  臨床検査科 

当院の侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）、侵襲性インフルエンザ桿菌感染症、 

劇症型溶血性連鎖球菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症の血清型の分離状況の検討 

2. 原田 瑞紀 栄養管理室 

注入ペースト食の提供エネルギー量適正化についての検討 

 

 18：30  

 

3. 杉山 哲司 臨床工学室 

体外循環使用症例における脱血カニューレサイズと溶血に関する検討 

4. 種岡 飛翔 小児科 

当院に来院したアナフィラキシー小児症例の受診状況の検討  

5. 津野崎 絹代     統括診療部 総合診療科(JNP) 

外来治療センターにおける診療看護師（JNP）の介入効果 

 

 19：00  

 

6. 渡邉 彩友美     薬剤部 

抗菌薬使用密度と手指衛生が耐性菌検出率に与える影響の検討 

7. 大塚 寛朗     神経内科 

急性期脳梗塞にて離島基幹病院から Drip ,Ship された症例における当院での臨床的検討 

8. 古賀 恵     産婦人科 

分娩後出血におけるトラネキサム酸投与に関する検討 

 

 19：30  

 

9. 松尾 はるか     形成外科 

入院安静加療中の静脈血栓塞栓症発症予防法の再検討 

10. 野口 美帆     形成外科 

血管奇形症例における硬化療法の検討 

11. 石山 智子     形成外科 

難治性潰瘍患者における低亜鉛血症合併の実態調査および、亜鉛製剤投与の有効性についての検討 

 

 20：00  

 

12. 福井 季代子     形成外科 

当科で加療を行った動物咬傷における創部合併症の検討 



国立病院機構長崎医療センター 

平成 30 年度 院内臨床研究発表会 プログラム 

 

  (一演題：発表 6 分，質疑応答 4分以内)  日 時 ： 平成 31 年 3 月 12 日（火） 18：00-20：10 

       場 所 ： 臨床研究センター大会議室 

       

＜2＞ 
 

◆司会：寶來吉朗（自己免疫研究室長） 
 18：00  

 

1. 里吉 拓海     看護部 高度救命救急センター 3A 

ドクターヘリ現場活動で救急隊員の抱く課題に関する研究 

2. 百枝 裕太郎     看護部 高度救命救急センター 3A 

フライトナースの緊急度認知場面における臨床判断プロセス 

3. 松尾 友里子     教育センター（初期研修医） 

極低出生体重児における母乳栄養とその後の発育発達との関連について 

 

 18：30  

 

4. 末永 英世    小児科 

周産期母子医療センターネットワークの構築に関する研究 

5. 大石 景子     看護部がん放射線療法看護認定看護師 

ERCP に関わる医療者の水晶体被ばく線量の実態 

～医療従事者の水晶体被ばくに対する防護対策効果～ 

6. 森塚 倫也 統括診療部（JNP) 

当院における医師同乗救急自動車（EMTAC）導入の効果 

 

 19：00  

 

7. 大坪 智恵子 臨床検査科 

Glypican3, SALL4, Claudin6 発現から見た AFP 産生胃癌の再検討 

～HER2 発現についての考察を加えて～ 

8. 吉永 龍史 リハビリテーション科 

高度救命救急センターにおける人工呼吸器装着患者の歩行獲得予後に影響を及ぼす要因 

9. 徳満 純一 内分泌・代謝内科 

長崎県後期高齢者における糖尿病に関わる医療費の経年的推移に関する検討  

 

 19：30  

 

10. 菅 幸恵  産婦人科 

原因不明の胎児発育不全と母体血糖値の日内変動との関連に関する研究  

11. 杉見 創  産婦人科 

子宮頸管縫縮術を実施した初産婦と経産婦の比較検討 

12. 北里 周  外科 

遠位胆管癌切除症例における予後予測因子としての好中球/リンパ球比（NLR）、 

血小板/リンパ球比（PLR）の検討 

 

 20：00  

 

13. 釘山 統太 外科 

乳癌に対する乳房温存術(乳房部分切除術)における傍乳輪ジグザグ切開法の有効性と安全性の検討 

 



国立病院機構長崎医療センター 

平成 30 年度 院内臨床研究発表会 プログラム 

 

  (一演題：発表 6 分，質疑応答 4分以内)  日 時 ： 平成 31 年 3 月 18 日（月） 18：00-20：00 

        場 所 ： 臨床研究センター大会議室  

     

＜3＞ 
 

◆司会：小森敦正（難治性疾患研究部長） 

 

 18：00  

 

1. 原 健太朗     看護部手術センター 

砕石位手術における下肢コンパートメント症候群予防の取り組みと効果の検討 

2. 山口 英明     診療放射線部 

Siemens 社製 CT 装置における高分解能撮影モードの基礎的検討 

3. 濱口  陽     小児科 

超早産児の死亡関連因子の検討 

 

 18：30  

 

4. 金澤 絵莉    薬剤部 

各がん腫における Nivolumab 投与患者の投与期間に関連する臨床背景の解析 

5. 伊藤 健大     統括診療部（JNP） 

経口摂取が困難となった高齢患者の代理決定者である家族が感じる栄養管理への思い（質的研究） 

6. 米丸 雄太 診療放射線部 

電子線測定における R50の測定精度の検討 

 

 19：00  

 

7. 松田 剛  泌尿器科 

担癌血液透析患者における白金製剤使用例の報告 

8. 大塚 雅和 小児科 

川崎病の合併症で心臓カテーテル検査、心臓造影 CT を行った症例から心合併症にかかわる 

要因の検討 

9. 江﨑 裕幸 小児科 

NICU 入院児における新生児低血糖のリスク因子に関する検討  

 

 19：30  

 

10. 樋口 真帆 皮膚科 

Galectin-9 と Foxp3 免疫染色による ATLL 治療後の薬疹の再評価と薬疹のリスク因子の検討  

11. 森 英毅  総合診療科 

急性虫垂炎診断における舌診の診断特性に関する検討 

12. 足立 利幸 外科 

急性胆嚢炎に対する PTGBD 後の腹腔鏡下手術困難因子の検討 

 

 


