2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Risk stratification and clinical course of hepatitis B virus reactivation in rheumatoid arthritis
patients with resolved infection：final report of a multicenter prospective observational study at
Japanese Red Cross Hospital”
リウマチ内科・リウマチ膠原病センター

センター長

福田

亙

今回賞をいただいた表記の論文は，臨床的にも医療経済的にも大きな問題であるリウマチ性疾患への
免疫抑制療法にともなう B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化に関して全国の赤十字病院 16 施設で行った
前向き観察研究の最終報告です．赤十字の仲間たちの協力により 1000 例を超す HBV 既感染のリウマチ
性疾患患者を登録できたことが評価され，Arthritis Research and Therapy（2019）21：255 に掲載され
ました．本研究は，私が研究責任者として 3 年間の AMED 研究補助金をいただき 2013 年から行ってき
たものです．HBV の再活性化は，予後不良の病態と考えられているため，現在もキャリアーや既感染患
者では学会のガイドラインに沿った厳密な管理が求められます．リウマチ性疾患においては発症頻度
も明確でなく，再活性化リスクが治療中長く続くため，莫大な患者負担と医療コストが問題になって
います．今回の論文では，1. 22/100 人年と既報よりも低い頻度で HBV 再活性化が見られましたが，活動
性肝炎の発症は 1 例もなく，再活性化後の経過は必ずしも進行性でないことを示しました．また加齢と
HBs 抗体低力価，MTX 単独以外の治療がリスク因子となることを示し，新たなリスク評価スコアを作成
しました．これらは，今後の HBV 再活性化の管理基準の改訂や予防治療を進めていく上で有用なデータ
を提供できたものと自負しています．
個人的には，
今年で 62 歳を過ぎて定年間近となりましたが，
これからもリサーチ・マインドを持ち続けて，
細々とでも臨床研究を続けていき，もう 1 回くらいは受賞報告を書かせて貰いたいと考えております．
そして，このような老医の姿を見せることが，少しでも若い先生方の刺激になればと願うばかりです．
本当にありがとうございました．

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Effects of baseline thrombocytopenia on in-hospital outcomes in patients undergoing elective
percutaneous coronary intervention”
“Potent stent-less procedure using rotational atherectomy and drug-coated balloon to right coronary
ostial lesion”
循環器内科副部長

白石

淳

2 剤の抗血小板剤（Dual Antiplatelet Therapy：DAPT）内服下の薬剤溶出性ステント（Drug-Eluting
Stent：DES）を用いたカテーテル治療（Percutaneous Coronary Intervention：PCI）が今日の冠動脈狭
窄や閉塞に対する標準的な血行再建術となっています．しかしながら実臨床においては DAPT の使用，
DES の留置が躊躇われる症例が少なくありません．昨年度の学術奨励賞を頂いた前者の報告においては，
出血のリスクが危惧される軽度から中等度の血小板減少（血小板数 50000-149000/µL）合併症例における
待機的 PCI の有用性および安全性について後ろ向きに検討しております．一方後者の報告においては，
高度石灰化によりステント拡張不全のリスクが高い右冠動脈入口部病変に対する，ロータブレーターおよび
薬剤溶出性バルーン（Drug-Coated Balloon：DCB）によるステントを用いないカテーテル治療（stent-less
PCI）の可能性について示しております．今後もメリットとリスクのバランスを十分に考慮し，個々の症
例における最善の PCI を模索していきます．
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2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Combined rituximab, bendamustine, and dexamethasone chemotherapy for relapsed or refractory
indolent B‑cell non‑Hodgkin lymphoma and mantle cell lymphoma: a multicenter phase II study”
“A case of AL amyloidosis associated with follicular lymphoma with plasmacytic differentiation”
血液内科副部長

松本

洋典

2019 年度の学術奨励賞を頂き大変嬉しく光栄に存じます．今回対象となりました論文は標記の 2 報
（掲載誌はそれぞれ Int J Hematol 2019；110：77，Int J Hematol 2020；111：317）です．ここでは前者
の経緯についてご報告申し上げます．私どもは本邦で行われました低悪性度 B 細胞リンパ腫に対する
ベンダムスチン単剤の臨床試験につきまして，第 I 相，第 II 相から関与してきましたが，リツキシマブ
の併用で治療効果が上乗せされることが予想されました．このため本薬剤の市販後，2011 年に当院を含
めた関連施設共同で，リツキシマブ，ベンダムスチン，デキサメサゾン（RBD）療法第 II 相試験を企画
致しました．ベンダムスチン投与時には，抗腫瘍効果に加え，制吐，皮疹の予防等を目的にステロイドを
併用します．その至適投与量は不明であり，本試験では本邦で高悪性度リンパ腫を対象に行われていた
試験の投与量を参考にしました．しかし試験開始後，サイトメガロウイルス抗原血症を高頻度に認め，
感染症も 2 例に発症しました．このため，より低用量のステロイドを投与するプロトコールに改訂し，
忍容性を得ることができました．全奏効率は 88%，3 年無増悪生存率は 75. 5% でした．査読ではレフリー
から，ステロイド投与量の考察はプロトコール上のエンドポイントに含まれないことから結語にはしない
よう指摘されましたが，RBD 療法の治療効果，有害事象と共に，併用するステロイドの投与量について
の見解を示せたことも本論文の意義ではないかと考えています．各施設の先生方に多大な御協力を頂きな
がら前向き試験を企画から論文発表までやり遂げることができ，学術奨励賞として御評価頂きましたこと
は，医師として大きな糧と励みになりました．最後になりますが，本試験に御協力下さいました諸先生方
に厚く御礼を申し上げます．

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Essential updates 2017/2018：Recent topics in the treatment and research of gastric cancer in Japan”
“Is curative gastrectomy justified for gastric cancer with cytology positive as the only stage IV factor?”
消化器外科副部長

小松

周平

この度は 2019 年度の学術奨励賞をいただき誠に有難うございました．池田病院長，塩飽部長はじめ
関係各位に深く感謝致します．今回，学術奨励賞をいただいた論文は，“Essential updates 2017/2018：
Recent topics in the treatment and research of gastric cancer in Japan．（Ann Gastroenterol Surg．
2019；3（6）：581-591．Review）” 及 び “Is curative gastrectomy justified for gastric cancer with
cytology positive as the only stage IV factor?（Langenbecks Arch Surg．2019；404（5）：599-604. ）” で
あります．1 本目は，2017 年・2018 年に世界で報告された胃癌に関する代表的な臨床，基礎の論文のレビュー
であります．2017 年に第 8 版の TNM 分類と第 15 版の日本胃癌取扱い規約，2018 年には第 5 版の日本胃癌
治療ガイドラインが相次いで出版され，この期間はエビデンスに基づいた本邦の胃癌の治療方針が整備され
た時期であります．ステージ IV 胃癌，食道接合部癌，郭清範囲，eCura スコア，免疫チェックポイント
阻害剤など，胃癌に関する様々な治療方針の最新のエビデンスと問題点について整理させていただきました．
消化器癌を専門にする先生方には，ぜひ読んでいただければと思います．2 本目は，ステージ IV 胃癌
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の治療方針に関する当院のデータを纏めた論文であります．胃癌の代表的なステージ IV 因子には，腹膜
転移，肝転移，大動脈周囲リンパ節転移，腹水細胞診陽性がありますが，前述のように近年ステージ IV
因子を持つ胃癌の治療方針のエビデンスが整理されつつあります．腹水細胞診のみ陽性のステージ IV 胃
癌には，定型的なリンパ節郭清後に TS-1 をベースとした新規抗がん剤治療を行う方が，非切除や姑息
切除より予後が良好であるという報告が，韓国や本邦の癌基幹施設からなされていました．当院のデータ
を調べますと同様の結果でありました．しかし，高度リンパ節，静脈浸潤陽性も独立した予後不良因子と
なるため，定型的根治術・補助化学療法のみならず術前化学療法や血行性転移をターゲットとした新た
な治療戦略も必要であることがわかりました．今回，学術奨励賞をいただき大変光栄に存じております．
毎日大変忙しいですが，今後も日々積み上げた臨床成績を振り返って内外に報告し，最新のエビデンス
を取り入れながら，安全で質の高い医療を患者さんに届けられるように精進して参りたいと思います．

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Maximal sterile barrier precautions independently contribute to decreased central line-associated
bloodstream infection in very low birth weight infants：A prospective multicenter observational study”
新生児科副部長

木下

大介

この度は学術奨励賞をいただき誠にありがとうございます．
本論文は，「出生体重 1500g 以下児への末梢穿刺中心静脈カテーテル（PICC）挿入時の高度無菌遮断予防
策（MSB）が，中心ライン関連血流感染症（CLABSI）の発生を低減させること」を示した，初めての多
施設共同前方視的観察研究であり，American Journal of Infection Control 2019，47：1365-1369 に掲載
されました．
CLABSI は新生児予後を左右するため，適切な CLABSI 予防策の実施は極めて重要ですが，NICU 領域
では PICC 挿入時の MSB の有用性についてのランダム化試験や大規模な観察研究が存在せず，施設・地域
間で MSB の実施率には大きな差異が存在することが問題になっていました．本論文は国内 26 施設，2, 383
患者を対象にした大規模な前方視的研究であることに加え，研究グループには新生児科医・小児科医・感
染管理認定看護師・統計専門家が含まれ，適切な研究デザイン・統計手法が用いられています．
本論文によって，今まで未解明であった出生体重 1500g 以下児への PICC 挿入時の MSB の重要性が
確認されたことにより，今後本邦 NICU での MSB 実施率の向上と，それに伴う CLABSI 発生率の低下が
見込まれ，非常に有意義な研究であったと感じています．
個人的には多施設研究の取りまとめをさせていただいたことで多くの失敗経験を得ることができました．
手弁当の研究でしたので膨大な時間を費やしましたが，やはり多施設研究で得られた結果の強みは大きく，
日ごろからの学会活動などでの人的ネットワーク形成の重要性を再認識しました．この場を借りて院内の
症例登録にご協力いただいた新生児科の皆様と共同研究者の皆様へお礼申し上げます．

71

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Proximal balloon occlusion to prevent downstream embolization and thus reduce systemic adverse
effects of drug-coated balloons”
心臓センター循環器内科 木村

雅喜

末梢動脈疾患に対する血行再建の方法としましてカテーテル治療の成績が向上し，これまでは外科手術
が第一選択になっていた病変も場合によりカテーテル治療が第一選択になってきております．浅大腿膝窩
動脈病変に対するカテーテル治療デバイスはこの数年で著しく進歩しております．その中でも血管内に
異物を残さずに再狭窄率を低減することができる薬剤被覆バルーンカテーテルが本邦にて使用可能になり
ました．しかしながら，再狭窄予防に使用されているパクリタキセルの粒子が末梢に飛来し潰瘍の治癒を
遅らす可能性や全身への影響の可能性が否定しきれないことなどが懸念されるようになりました．当院で
はカテーテル中に工夫をすることで，動脈血流を血管形成術中に逆流させて，パクリタキセルの粒子が
血中に移行しやすいタイミングで体外に出すことで，その懸念される事象を回避する取り組みを実施して
おり，今回報告させて頂きました．今後も引き続き，将来の治療の選択肢を温存しながら，開存率を向上
させる血管内治療を含めた末梢動脈のカテーテル治療を実施していきたいと思います．

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Indoor Versus Outdoor Occurrence in Mortality of Accidental Hypothermia in Japan：The J-Point
Registry”
救急科医長

藤本

善大

この度 2019 年度学術奨励賞を賜りました．この場を借りて御礼申し上げます．
2019 年に Indoor Versus Outdoor Occurrence in Mortality of Accidental Hypothermia in Japan：The
J-Point Registry が Therapeutic Hypothermia and Temperature Management に accept，publish されま
した．偶発性低体温症は多くのエビデンスが亜寒帯地方や降雪量の多い地域からの研究から得られて
おり，日本の温帯湿潤気候に属する都市部で起こる偶発性低体温症についてはあまり実態が知られており
ません．今回の研究では屋内発症と屋外発症の症例を比較したところ，屋内発症の症例で死亡率が高いと
いう結果でした．偶発性低体温症というと寒い屋外で体が冷えて発症される印象がありますが，屋内の
症例こそ注意が必要であることが分かりました．熱中症は近年メディアでも大きく取り上げられ多くの方
が注意を払っていますが，偶発性低体温症も同様に死亡率の高い危険なものであり，屋内こそ注意喚起が
必要であることを広く知らしめる必要があると思われます．よって今回の研究がその一助となることを願い
ます．またこの研究は多施設の研究ではありますが，当院の症例が多く登録されており，我々救急部門で
作り上げることが出来たエビデンスとしてとても嬉しく思います．これからも臨床から得られた知見を論文
として発表できるよう日々研鑽していければと思います．
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2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Clinical features in active tuberculosis patients with effects on T-SPOT. TB assay results”
京都府立医科大学

呼吸器内科

宇田紗也佳

この度は 2019 年度学術奨励賞を頂き，誠にありがとうございます．
“Clinical features in active tuberculosis patients with effects on T-SPOT. TB assay results”（Infectious
Diseases 2020； 52（1）：58-60）は京都第一赤十字病院におけるインターフェロンγ遊離試験（IGRA）
が QFT-3G か ら T-SPOT に 切 り 替 わ っ た 2013 年 以 降 に 活 動 性 結 核 と 診 断 さ れ た 症 例 を 対 象 に，
T-SPOT の結果を後方視的に検討した研究です．導入時には T-SPOT の活動性結核の診断感度は 97. 5%
と報告されていましたが，実臨床における診断感度は報告より低い印象を受け，本研究を立案しました．
京都第一赤十字病院において 2013 年 4 月から 2017 年 3 月の間に培養検体から Mycobacterium tuberculosis
が検出された 55 例において後方視的に T-SPOT の結果を確認したところ，診断感度は 55% と非常に低い
ものでした．T-SPOT の結果が陽性を示さなかった群（陰性・判定保留・判定不能）において認められた
臨床的特徴として，高齢であること，BMI が低値（中央値 19 未満）であること，胸部単純 X 線写真にて
両側性かつ広範な陰影を呈することなどが挙げられました．一方で，T-SPOT が陽性を示した群には，
健康診断等を契機に診断された無症候性かつ胸部単純 X 線写真における所見が軽微である症例が多く含
まれていました．本研究より，T-SPOT は患者背景によってその診断感度が非常に低くなる傾向があり，
結核除外のために用いる検査としては不十分であることが示唆されました．現在，抗癌剤や生物学的製剤
などの多様な免疫抑制治療や透析治療などを背景に，内因性再燃による高齢者の活動性結核発症が多く認め
られており，やはり適切なタイミングでの喀痰・胃液などの検体採取を行うことが結核の見逃しを避ける
上で重要であると考えられました．
2019 年より京都第一赤十字病院において新規の IGRA である QuantiFERON TB（QFT-Plus）の測定
が可能となりました．本検査では，加齢や感染の影響による CD4+ T 細胞数の減少が IGRA の陽性率
低下に関与する可能性に着目し，CD4+ T 細胞・CD8+ T 細胞双方のシグナルを利用しています．今後の
データの蓄積を待つとともに，従来通り結核を疑い，適切な検体採取を心がけて呼吸器診療に従事して
いく所存です．

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Blunt Occulusive Traumatic Injury in the Popluteal Artery Revascularized by Stent Graft and Distal
Puncture”
循環器内科専攻医

池村奈利子

この度は 2019 年度学術奨励賞をいただき，誠に光栄に存じます．
今回賞を頂いた “Blunt Occulusive Traumatic Injury in the Popluteal Artery Revascularized by
Stent Graft and Distal Puncture”（JACC．Cardiovascular Interventions Volume 13，Issue 8，April
2020）は若年男性の交通事故による膝窩動脈損傷に対して，急性期にステントグラフトを用いた EVT
（Endovascular treatment）での血行再建を実施し，救肢を得た症例の報告です．外傷性膝窩動脈損傷は
最も肢切断率の高い疾患の一つであるとされ，迅速な血行再建が必要となります．膝窩動脈損傷に対して
は世界的にも手術療法による治療が主流の中，今回我々は当院整形外科，心臓血管外科とも討議の上で急
性期に EVT による治療を選択しました．
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術前の造影 CT 所見では右膝窩動脈が約 5cm にわたり完全断裂しており，知覚・運動麻痺が顕性化し
つつありました．まず右総大腿動脈より断裂部を順行性にガイドワイヤーでの通過を試みましたが、困難
な状況でした．そこで右足背動脈を 22G 針で末梢穿刺（distal puncture）を行い，両方向性アプローチと
することで，断裂部の血管を逆行性にワイヤー通過に成功しました．この通過したワイヤーを軸に直径
6mm のステントグラフト（VIABAHN®︎）を留置することで，造影画像でも速やかな末梢還流の改善が
みられ，早期血行再建に成功することができました．その後整形外科での治療を継続頂き，最終的に下肢
切断を回避し，独歩退院となりました．
下肢疾患における急性期治療においては，複数科の連携が重要となる場面を勤務しておりました短期間
の中でも多く目にしてきました．本症例においても治療過程や状況に応じたその時々の最善策を各科連携
で熟考・協議を行った結果，20 代の若者の下肢救済に繋がることができ，当科のメインオペレーターで
あった木村雅喜先生，及びご尽力頂きました先生方の診療姿勢に改めて尊敬の念を抱く一例となりました．
外傷性血管損傷において急性期にカテーテル治療を行うこと自体が非常に少ない中，EVT における複数
の strategy を組み合わせた上記治療法は様々な学会でもご評価頂き，このような論文の掲載に至ること
ができたことを嬉しく思います．
最後になりますが，指導医 木村先生，また論文執筆にあたり根気強く後押し頂きました沢田尚久部長
をはじめ，ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます．

2019 年度京都第一赤十字病院学術奨励賞受賞者寄稿
“Impact of detector selections on inter-institutional variability of flattening filter-free beam data for
TrueBeamTM linear accelerators”
放射線治療科部治療品質管理係長

田中

義浩

この度は令和元年度学術奨励賞をいただき，身にあまる光栄と深く感謝いたします．賞をいただいた
“Impact of detector selections on inter-institutional variability of flattening filter-free beam data for
TrueBeamTM linear accelerators”（J Appl Clin Med Phys．2020；21（1）：36-42）は，検出器の違いが
フラットニングフィルターフリービームデータに与える影響を評価した報告で，Journal of Applied Clinical
Medical Physics に掲載されました．
本報告では，Varian 社製リニアック TrueBeamTM を所有する 19 施設から 24 台分のビームデータを収
集し解析を行うことで，検出器の違いが，施設間におけるフラットニングフィルターフリービーム特有の
ビームパラメータのばらつきに対しどのような影響を与えるのか調査しました．多くの施設が CC13 お
よび PTW31010 chamber を使用しており，本解析ではこれらの群とその他の群に分けて評価しました．
その結果，ビームプロファイルのペナンブラ値のみ CC13/PTW31010 chamber 群とその他の群との間で
有意差が認められ，検出器の違いによるビームデータのばらつきはペナンブラ領域以外では非常に小さい
ことが確認されました．
最後になりますが，学術奨励賞をご評価くださった池田院長，ならびに本研究にご協力いただきました
皆様に心より深謝いたします．
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