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第４８回徳島医学会賞及び第２７回若手奨励賞受賞者紹介

徳島医学会賞は，医学研究の発展と奨励を目的として，
第２１７回徳島医学会平成１０年度夏期学術集会（平成１０年
８月３１日，阿波観光ホテル）から設けられることとなり，
初期臨床研修医を対象とした若手奨励賞は第２３８回徳島
医学会平成２０年度冬期学術集会（平成２０年２月１５日，長
井記念ホール）から設けられることとなりました。徳島
医学会賞は原則として年２回（夏期及び冬期）の学術集
会での応募演題の中から最も優れた研究に対して各回ご
とに大学関係者から１名，医師会関係者から１名に贈ら
れ，若手奨励賞は原則として応募演題の中から最も優れ
た研究に対して２名に贈られます。

第４８回徳島医学会賞および第２７回若手奨励賞は次に記
す方々に決定いたしました。受賞者の方々には第２６５回
徳島医学会学術集会（夏期）授与式にて賞状並びに副賞
（賞金及び記念品）が授与されます。

徳島医学会賞
（大学関係者）

氏 名：TIEN VAN NGUYEN
生 年 月 日：昭和６２年１月２０日
出 身 大 学：ベトナム国立タイビ

ン医科薬科大学
所 属：徳島大学大学院医学

研究科予防医学分野

研 究 内 容：メタボリックシンドロームおよび代謝的
に不健康な肥満とがん死亡率との関連

受賞にあたり：
この度は第４８回徳島医学会賞に選考頂き誠にありがと

うございます。選考頂きました先生方，ならびに関係者
各位の皆様に深く御礼申し上げます。

がんは４０代以上の日本人において最も一般的な死因で
す。がん死亡率は，がんの健康への影響の重要な指標で
す。疫学研究からメタボリック症候群（Metabolic Syn-
drome，MetS）とがん死亡率との関連が疑われており
ますが，いまだ一貫した結果が得られていない状況です。
また，近年，代謝的に健康な肥満（Metabolically Healthy

Obesity，MHO）や代謝的に不健康な肥満（Metabolically
Unhealthy Obesity，MUHO）のように患者を肥満や代
謝危険因子の有無で層別化し，疾患のリスクを比較する
ことが注目を集めています。そこで本研究では，MetS，
MUHO とがん死亡率との関係を日本多施設共同コー
ホート（Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort，
J-MICC）研究の大規模な日本人集団のデータにより調
査しました。研究対象集団は，３５～６９歳のがん，心筋梗
塞，脳卒中の既往のない２８，５５４人（男性１４，１０３人および
女性１４，４５１人）でした。本研究では，MetS は，米国の
National Cholesterol Education Program-Adult Treatment
Panel Ⅲ（NCEP-ATPⅢ）および日本肥満学会（Japan
Society for the Study of Obesity, JASSO）の基準に基づ
いて，腹囲の代わりに Body Mass Index（BMI）を使用
して診断しました。

平均６．９５年の追跡期間中に，１９２人のがん死亡があり
ました。日本肥満学会の基準による MetS はがん死亡率
と正の関連がありました（ハザード比 １．５１，９５％信頼
区間１．０４‐２．２１）。しかし，NCEP-ATPⅢ基準が使用さ
れた場合はがん死亡率との間に関連は見られませんでし
た（ハザード比 １．０９，９５％信頼区間０．７８‐１．５３）。これ
は，２つの基準間で，肥満を MetS の必須項目とするか
どうか，および血糖値のカットオフ値が異なることなど
が影響した可能性があります（NCEP-ATPⅢの場合は

１００mg／dL，JASSO の場合は １１０mg／dL）。代謝危険
因子の数，空腹時血糖値の上昇，および MUHO（肥満
ありで代謝危険因子１つ以上あり）とがん死亡率と正の
相関がありました。

この研究にはいくつかの限界があります。まず，腹囲
のデータがすべての調査地域で利用できるわけではな
かったため，MetS の診断に腹囲の代わりに BMI を使
用しました。第二に，合計（１９２人の被験者）および部
位特異的ながんによる死亡の数は比較的少なかったこと
が挙げられます。 そのため，MetS とその構成要素と部
位特異的がん死亡率との関連を調べることは困難でした。
上述のような限界はありますが，この結果は，MetS お
よび MUHO を有する患者の，がんによる死亡の予防に
役立つと考えられます。

最後になりましたが，J-MICC 研究にご参加いただき
ました対象者の皆様に深く感謝いたします。そして，ご
指導賜りました有澤孝吉教授をはじめとする徳島大学大
学院医歯薬学研究部予防医学分野のスタッフの皆様に，
心より厚く御礼申し上げます。

７１



（医師会関係者）
氏 名：島田祐希
生 年 月 日：昭和６３年９月２８日
出 身 大 学：吉備国際大学保健科

学研究科理学療法学
専攻

所 属：徳島県鳴門病院リハビ
リテーション技術科

研 究 内 容：腰部脊柱管狭窄症患者における立位脊椎
アライメントと大腿四頭筋柔軟性の関係

受賞にあたり：
この度は，第４８回徳島医学賞に選考頂き，誠にありが

とうございます。御選考頂きました先生方，並びに関係
者各位の皆様に深く御礼申し上げます。

本邦は，超高齢化社会を迎えており，退行変性によっ
て生じる腰部脊柱管狭窄症（LSS）は，リハビリテーショ
ンでも多く経験する疾患の一つとなっております。当院
では，手術目的で入院される方が大部分を占めており，
周術期にはリハビリテーションを実施させていただいて
おります。LSS 患者の Sagittal Vertical Axis（SVA）は
健康関連 QOL に関連すると報告されており，立位脊椎
アライメントの改善が求められます。一方で，LSS 患者
の立位脊椎アライメントに影響を及ぼす機能的な要因に
関しては，十分な見解が得られていないのが現状です。
本研究は，骨盤運動と密接に関与する大腿四頭筋の柔軟
性と立位脊椎アライメントとの関係について検討してお
り，SVA および骨盤傾斜角（PT）との関連が示されま
した。このことから，理学療法介入により，大腿四頭筋
柔軟性を向上させることが，LSS 患者の良好な立位脊椎
アライメントを獲得させる可能性が示唆されました。先
行研究において，術前 SVA の過度な増大は，術後 SVA
の改善に影響を及ぼす要因であることが明らかにされて
います。今後は，大腿四頭筋柔軟性の向上が，術後の良
好な立位脊椎アライメント獲得につながるかを検討する
ことで，医師の診療支援に貢献できると考えております。

最後になりましたが，この度の医学会受賞は，脊椎疾
患の研究活動において，ご指導賜りました徳島県鳴門病
院脊椎脊髄センターの千川隆志先生，眞鍋裕昭先生をは
じめとする共同研究者の先生方に心より御礼申し上げま
す。また，日頃よりご支援を頂いております整形外科病
棟及び整形外科外来職員の皆様に深く感謝申し上げます。

若手奨励賞
氏 名：石田晃基
生 年 月 日：平成６年１０月３０日
出 身 大 学：自治医科大学
所 属：徳島県立中央病院医

学教育センター

研 究 内 容：当院における新型コロナウイルス感染症
院内クラスターの経験

受賞にあたり：
この度は徳島医学会第２７回若手奨励賞に選出いただき，

誠にありがとうございます。選考くださいました先生方，
並びに関係者各位の皆様に深く御礼申し上げます。

今回の発表では，２０２１年４月に当院で発生した
COVID‐１９院内クラスターの経験をまとめ，考察しまし
た。クラスター発生当時は，徳島県内で新規発症患者が
１日１０人程度であり，また全国でワクチン接種も進み，
COVID‐１９のパンデミックも徐々に収束するのではない
かと予想されていた頃でした。われわれ医療スタッフも
やや安堵しかけていた最中発生した事例であり，実際に
経験したからこそ考えたことや感じたことを共有したい
と思い，発表させていただきました。

まず院内で感染拡大を許した要因について，感染者の
見逃し，基本的な感染対策への意識不足，感染判明後の
対応の遅れが挙げられました。発端となった患者は，１
回の抗原定性検査のみで COVID‐１９を否定しており，
また医療スタッフの標準予防策が不十分であり，感染判
明後も院内がパニックになったことで，数日間ゾーニン
グや PPE 選択基準が曖昧になっていました。現在では，
検査体制を拡充し，２４時間３６５日抗原定量検査と PCR 検
査ができるようになっています。また，コロナであって
もうつらない，うつさないをスローガンに全職員対象に
感染教育を行い，感染リテラシーの向上に努めました。
そして，感染判明後に迅速に行動できるように，災害時
に使用するアクションカードに発想を得て，各部署ごと
に院内感染が起こった際にすべきことを列挙したアク
ションカードを作り，実際に初動訓練も行いました。

今回の経験から，特に個々の感染対策への意識が大切
だと感じました。私自身，今後職場を異動しても，感染
予防対策の知識，適切な PPE の選択や着脱は必須に
なってきます。感染症診療を行う医師として，恥ずかし
くないような行動ができるように努めたいと思います。
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最後になりましたが，このような貴重な発表の機会を
与えてくださり，ご指導賜りました徳島県立中央病院の
中瀧恵実子先生をはじめとする呼吸器内科の先生方に心
より感謝申し上げます。

氏 名：高原由実子
生 年 月 日：平成９年３月２８日
出 身 大 学：徳島大学
所 属：徳島大学病院卒後臨

床研修センター

研 究 内 容：HIV 感染症および後天性免疫不全症候
群患者の臨床的特徴と今後の課題

受賞にあたり：
この度は第２６４回徳島医学会学術集会第２７回若手奨励

賞に選出していただき，誠にありがとうございます。選
考委員の先生方，並びに関係者の皆様に深く御礼申し上
げます。

抗 HIV 薬の進歩により HIV 感染症および後天性免疫
不全症候群（AIDS）患者の予後は飛躍的に改善しまし
た。一方で，患者高齢化や AIDS 指標疾患を契機に診断
される「いきなり AIDS」の発症率増加などの課題も残
ります。本研究では，AIDS 中核拠点病院（徳島大学病
院，徳島県立中央病院）における HIV 感染症と AIDS
患者の発症状況と臨床的特徴を後方視的に検討しました。
その結果，徳島県ではいきなり AIDS 発症率が全国平均
に比して高く，AIDS 指標疾患としてはニューモシスチ
ス肺炎やサイトメガロウイルス感染症などが多く，血液
内科以外の診療科で診断された症例を多く認めました。
また COVID‐１９の影響で２０２０年以降は県内保健所での
HIV 抗体検査数が減少しており，無症候性 HIV 感染患
者を把握できていない可能性が示唆されました。HIV／
AIDS の早期診断のためには血液内科，呼吸器内科，消
化器内科，皮膚科，泌尿器科，歯科など医師間の情報共
有と疾患認知度の向上が必要です。今後は患者数の増加
や高齢化に伴い，看護師や薬剤師，MSW など多職種連
携を通じた長期的な療養体制の構築が喫緊の課題と考え
られます。

最後になりましたが，この度貴重な発表の機会を与え
てくださり，ご指導くださいました徳島大学病院三木浩
和先生をはじめとする諸先生方に，この場を借りて感謝
申し上げます。
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