
国立病院機構長崎医療センター 

令和 3 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 4 年 3 月 1 日（火） 17：15-19：00 

       場 所 ： あかしやホール    

   
＜1＞ 

◆司会：阿比留 正剛（肝癌治療研究室長） 
 

17：15  
江﨑 宏典  院長 挨拶 

 

17：20  

 

1. 末永 英世 小児科 

ビタミンＥと極低出生体重児の予後 

2. 原 健太朗 看護部 手術センター 

全身麻酔下砕石位手術において術中手術台ローテーションが上下肢潅流指標に及ぼす影響 

3. 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患者における歩行自立の予測因子の検討 

4. 津野崎 絹代 統括診療部小児科 

NICU における 8cm PICC 導入の効果―末梢ルートとの比較検討― 

5. 下山 孝一郎 呼吸器外科 

胸部外科手術直後の NSAIDs 静注およびアセトアミノフェン静注間欠的集中投与による 

鎮痛効果および安全性についての検討 

 

18：00  

 

6. 濵本 琢郎 循環器内科 

当院における冠血流予備量比に基づいて経皮的冠動脈形成術の必要性が乏しいと 

判断された冠動脈狭窄病変を有する患者の心血管イベントに関する後ろ向き研究 

7. 西浦 哲哉 臨床検査科 

脂肪性肝疾患における超音波信号の減衰量を用いた Attenuation measurement method 

（ATT）の有用性について 

8. 上村 貴弘 看護部 手術センター 

手術患者におけるポリウレタンフィルムドレッシング材使用時の皮膚障害・褥瘡発生要因の検討 

9. 福島 大輝 診療放射線部 

内視鏡的逆行性胆管膵管造影における医療従事者放射線被ばく線量の把握と防護の検討 

10. 吉野 健太郎 形成外科 

有棘細胞癌の切除範囲と予後に関する研究 

 

18：45  

 

11. 杉見 創  産婦人科 

長崎県央地区の子宮頸部異形成症例における HPV ジェノタイプの分布 

12. 三好 敬之 外科 

消化管穿孔に対する保存的治療の適応基準の検討 

 

 

※新型コロナ対策を十分に行い開催致します 

時間厳守でお願い致します 



国立病院機構長崎医療センター 

令和 3 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 4 年 3 月 2 日（水） 17：15-19：00 

       場 所 ： あかしやホール  

       

＜2＞ 
 

◆司会：三浦 史郎（病理研究室長） 
 

17：15  

 
1. 本田 和也 統括診療部 

脳卒中患者の排尿管理に対する看護エコー活用の有用性の評価  

- 看護師の業務負担の観点から - 

2. 倉田 奈央 産婦人科 

妊娠糖尿病母体より出生した児の新生児低血糖のリスク因子に関する研究 

3. 林 勝仁  リハビリテーション科 

妊婦における産後持続する腰痛骨盤痛と筋肉量との関連についての研究 

4. 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 

5. 内野  佳樹 看護部 3A 病棟 

術後患者における睡眠バンドル導入の効果に関する研究 

 
18：00 

 

6. 秋山 優太 栄養管理室 

心不全患者における減塩意識と食塩摂取量の関連についての検討 

7. 出水 和彦 診療放射線部 

Spiral Flow Tube を用いた生理食塩水後押しによるアーチファクト低減効果の検討 

8. 桑原 義典 小児科 

心室中隔欠損症に伴う肺高血圧を心エコー検査で推定する際のシャント流速波形の 

影響についての検討 

9. 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 

10. 佐藤 俊輔 病理診断科 

当院におけるパラフィン包埋切片を用いた遺伝子変異解析不能例の検討 

 

18：45 

 

11. 哲翁 華子 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 

12. 肥田  泰慈 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 

 

 

 

 

 

※新型コロナ対策を十分に行い開催致します 

時間厳守でお願い致します 



国立病院機構長崎医療センター 

令和 3 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 4 年 3 月 3 日（木） 17：15-19：10 

       場 所 ： あかしやホール    

    

＜3＞ 
 

◆司会：寶來 吉朗（自己免疫研究室長） 
 

17：15 

 
1. 岩永 真悟 臨床検査科 

当院の劇症型溶血性連鎖球菌感染症（STSS）と STSS に至らない溶連菌による 

菌血症との比較検討とその他の重症感染症の臨床背景および分離状況 

2. 平原 拓馬 看護部 3A 病棟 

ドクターヘリ搬送患者の家族の不安に影響を及ぼす要因に関する研究 

3. 村上 俊介 外科 

人工肛門造設経路における合併症発生についての検討 

4. 金澤 絵莉 薬剤部 

がん患者を対象とした外来での薬剤師の活動と実績についての検討 

5. 吉川 創平 小児科 

小児胃腸炎関連けいれんの臨床像と成因についての検討 

 

18：00  

 

6. 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の検討 

7. 塩崎 絵理 脳神経外科 

慢性硬膜下血腫の再発例における中硬膜動脈塞栓術の有用性の検討 

8. 木下麻莉子 小児科 

NICU における呼吸器モード(assist/control+volume guarantee vs High Frequency  Oscillation)と 

予後との関連の検討 

9. 内田 大貴 脳神経外科 

脳梁離断術後に顕在化するてんかん性スパズムの非対称性と、 

てんかん焦点の関係性についての検討 

10. 野口 美帆 形成外科 

乳児血管腫に対するプロプラノロール内服単独療法の治療効果（レジストリー研究） 

 

18：45 

 

11. 鳥巣  藍  救急科 

肥満患者における敗血症重症化リスクの解析 

―plasminogen activator inhibitor-1 を用いた検討― 

12. 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 

13. 島崎 敦  小児科 

小児てんかんにおける未治療時の長時間脳波検査での棘徐波検出率の検討 

※新型コロナ対策を十分に行い開催致します 

時間厳守でお願い致します 


