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究を行っている施設ですが、これま

により、歯科診療科を中心にいくつ

でその成果を企業化する試みはなさ

かの企業との共同研究が進展してき

れていませんでした。本研究部門は、 ています。北海道大学病院は北海道
医学、歯学、保健科学などの分野で

北海道大学病院に 2009 年 4 月に、道内外の企業

院長

浅香

正博

研究されたシーズ（技術・知識）と、 て大きな責任を持っている施設です
地域健康社会づくりに関与する企業

が、その過程で得られた様々なシー

部門」が一周年を迎えました。この研究部門は、 側のニーズ（課題・要望）などを分

ズを、地域社会の発展のために応用

佐藤孝一特任教授、保健科学院武田直樹教授、歯

析して共同研究を行い、将来の企業

していく義務を負っていると思ってお

学研究科佐藤嘉晃准教授らによって設置されたも

化へつながる方向性を探り、地域へ

ります。したがって、地域健康社会

ので、これまで北海道大学病院には見られなかっ

の還元を図るというこれまでにはな

研究部門の役割がこれからますます

た特徴を持っている研究部門といえます。北海道

い試みを行おうとしています。この

重要になっていくと考えられますの

大学病院は、診療、教育に加えて世界最先端の研

一年、本研究部門 3 名の教員の努力

で、一層の発展を期待しております。

10 社の寄附により開設された「地域健康社会研究
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における高度先進医療の担い手とし

適切な運動で膝の痛み予防と改善を
●膝の痛みと運動

みは、歩き始めや膝を深く曲げたと

療を開始することが必要です。これ

きや階段の昇降で生じるようにな

までの研究から、変形性膝関節症患

動くこと（運動）は、メタボリッ

り、徐々に強くなり長く歩くことが

者では、歩行時の脛骨外旋方向への

クシンドロームや糖尿病などの病気

できなくなります。膝が腫れてきた

偏位、膝伸展障害、股関節外転筋力

になりにくくしたり、臓器の機能低

り、水が溜まったり、よく伸びなく

の低下、内転筋の活動増加、股関節

下を抑えたり、神経や脳の働きをよ

なったり曲がらなくなったりします。

汎用可動域の外旋化などの加齢に伴

くしたりします。ですから動けなく

変形性膝関節症では、加齢に遺伝

うであろう運動パターンの変化が見

なることはいろいろな面で健康に不

や環境因子が加わり、何かのきっか

られます。これらの変化が膝にかか

利に働きます。歩くことは動くこと

けから軟骨変性（磨り減り）が始ま

る負荷の増大をもたらし、

の大きな部分を占めます。歩く時に

り進行していき、最終的には全く軟

軟骨変性に影響をもたらし

は膝は大きな役割を果たします。膝

骨のない状態になります。病気の進

ていることが考えられま

が老化によって痛みがでる状態（変

行に応じて治療が行われます。今話

す。個々人において、加齢

形性膝関節症といいます）では、歩

題のグルコサミンやヒアルロン酸の

による運動パターンの変化

行することが困難になり、運動不足

服用は、その有効性について科学的

を見つけ出し、運動の量的

になります。膝の障害は健康に大き

にはまだ十分な確証が得られていま

あるいは質的改善を目的と

な影響を及ぼすといっても過言では

せん。
進行期の変性性膝関節症では、

したアプローチが軟骨変性

ないでしょう。

足底板などの装具療法、運動療法、

の予防や進行減速に有用で

ヒアルロン酸関節内注入が治療の 3

ないかと考えています。こ

いろいろな原因で加速されます。そ

本柱です。軟骨が完全になくなると、

のような運動の指導を通じ

の発症と進行には、肥満、膝の外傷、

人工膝関節置換術などの手術が必要

て皆様の健康増進のお役に

職業や生活様式、下肢筋力、膝の形

になります（図）。

立ちたいと研究を進めてお

膝の老化（変形性膝関節症）は、

態（O 脚・X 脚）などの環境や遺伝
の要因が関与しています。
膝老化の主な症状は痛みです。痛

軟骨は一旦磨り減っていくとなか
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ります。

なか回復しないので、今後は軟骨の
変性機序を解明し、初期から予防治

〜最近の共同研究事例から〜

温泉のストレス軽減効果を確認！

泉）の入浴の間にストレス軽減効果

れまで、ストレス軽減効果について

の差があるのかどうかを、唾液中ス

は不確かな部分が大きかったことか

トレスマーカーであるクロモグラニ

ら、今回得られた結果は、温泉入浴

ン A を用いて検証するというもの

の効用を示す新たな材料として有用

地域健康社会研究部門は、各種企

をテーマに、リゾート開発およびホ

です。ボランティアを募り、2 日間

なものと考えます。また、温泉の多

業との共同研究を通じた社会貢献を

テルを主たる事業とする株式会社ア

にわたって苗穂駅前温泉蔵ノ湯にて

い北海道においては、これらのデー

担う事を目的としており、これまで

ンビックスと北海道大学大学院歯学

実験が行われました。この結果、ク

タの積極的な利用により、健康社会

約 10 社の申込みを受けております。

研究科との間で行われております。

ロモグラニン A 値は入浴前に比し

を目指すという点で還元効果も高い

ここでは、うち 1 件の成果をご紹介

この研究は、北海道庁が委託する「大

て、温泉群で白湯群よりも有意に減

ものと考

いたします。

学シーズ活用型地域産業活性化事

少しておりました。すなわち、温泉

えられま

共同研究は「精神的ストレスに対

業」に採択されております。この研

入浴の方が白湯入浴よりもストレス

す。

する温泉入浴の影響に関する研究」

究の内容ですが、温泉と白湯（非温

軽減効果が高いと考えられます。こ
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全身に影響する歯周病。ブラッシングで効果的に予防
ラーク（歯垢）中の細菌ですが、全

なるといわれています。
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が深かったり、その中奥深くに歯石
がついていたりなど、ブラッシング
による効果的な清掃を妨げる因子が
あるため、ご自分でブラッシングす

身の状態や悪い生活習慣も歯周病に

以上のことより、歯周病は「歯の

るだけでは十分には治らないという

影響しています。糖尿病と喫煙がそ

病気、口の中の病気」というだけで

のが現実です。このため、歯科医療

の代表格で、歯周病の重症化と深く

はなく、「全身の健康管理の中で注

機関において、上記の因子を除去し

かかわっていますが、ストレスや骨

意すべき疾患」であり、その予防・

ブラッシングの効果を十分発揮させ

粗鬆症なども関係があるといわれて

治療は重要と考えられます。

るため、歯石の除去や歯周ポケット

歯周病の予防に最も効果のあるの

内の清掃（スケーリング・ルートプ

また長年の研究により、口腔内に

はブラッシングです。歯ブラシ等で

レーニング）
、外科手術（フラップ

おける慢性の炎症性疾患である歯周

口腔内をていねいに清掃することに

手術など）による病変部の除去や整

病が、全身の状態や口腔以外の病気

より、歯周病の原因であるデンタル

形などの治療を行います。ごく一部

に影響を与えていることが明らかと

プラークを除去することができま

の症例に限られますが、歯周病の状

なりました。狭心症・心筋梗塞など

す。ただし、自己流では効果が出な

態によっては、歯周病で失われた歯

の冠状動脈疾患、心内膜炎、糖尿病、

いこともありますので、歯周病が気

周組織をある程度再生させる（再生

誤嚥性肺炎、骨粗鬆症などの病気に

になる方は一度、歯科衛生士あるい

療法）
ことができる場合もあります。

歯周病は「歯」自体の病気では

おいて、その発症や重症化に歯周病

は歯科医師の指導を受けることをお

逆に、歯周病が著しく重症となった

なく、歯を支えている組織（歯茎や

の影響があるとされています。冠状

すすめします。

歯では、残念ながら抜歯するしか治

その下の骨など）に炎症を起こし破

動脈疾患では血液の中に入った歯周

歯周病の治療においても、ブラッ

療法がないということもあります。

壊していく病気です。成人が歯を失

病原菌の影響で血栓が形成される危

シングは最も根本的で必要不可欠な

歯周病は、きわめて軽度のものを

う原因の第一位は、
この歯周病です。

険性が高くなり、糖尿病においては

ものとなります。歯周病の治療法が

含めると、ほとんどの人が罹患して

います。

北海道大学病院口腔総合治療部
講師

根岸

淳

●歯周病と全身とのかかわり
歯周病の予防と治療

歯周病にかかると歯茎に腫れや痛

歯周病の炎症で産生された物質によ

発達した現在でも、毎日正しくブ

いるといわれています。かなり進行

みなどが生じ、出血しやすくなりま

り血糖値が下がりにくくなることが

ラッシングすること以外に、継続的

するまで自覚症状がない場合が多い

す。進行すると歯を支えている骨に

あります。最近では、歯周病はメタ

に歯周病の原因（＝プラーク）を除

病気ですので、
「自分は大丈夫」と

破壊が及び、歯がグラグラ動いて物

ボリック・シンドロームの状態とも

去する方法がないからです。ただし、

思っている方も半年から 1 年に 1 回

が咬みにくくなり、歯が抜け落ちて

関連していると報告されています。

進行した歯周病の患者さんでは、歯

はチェックを受けることで、口腔内

しまうこともあります。

また、歯周病を持つ妊婦さんでは、

周ポケット（歯周病によって歯と歯

だけではなく全身の健康維持の一助

早産や低体重児出産のリスクが高く

茎の間に生じたポケット状の部分）

となるでしょう。

歯周病の直接の原因はデンタルプ
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退院後の患者さんを支援します
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を導入するなどです。
また、自宅への退院が困難な場合
や、治療を他の病院で続けなければ
ならない場合の転院先や施設など
を、患者さん・ご家族の希望を聞き

2009 年 4 月 1 日付けで、北海道大

地域医療連携福祉センターは、北

ながら一緒にさがすことも行ってお

学病院に寄附研究部門として「地域健康

海道大学病院に入院または外来受診

ります。病院にかかっていると経済

されている患者さん・ご家族の方々

的な問題が深刻な悩みにつながるこ

が安心して退院し、自宅で暮らすこ

とも多いのですが、その様な時に何

とができるようにお手伝いさせてい

かいい方法はないか一緒に考えてい

ただいています。例をあげますと、

くこともできます。

体に管をつけたまま帰ることになっ

平成 21 年に北海道大学病院は厚

たが、自分で管理することが難しい

生労働省より「地域がん診療連携拠

ため、訪問看護師に自宅へ来てもら

点病院」に、また北海道より「北海

うよう調整をはかる、介護保険・身

道高度がん診療中核病院」に指定さ

体障害者手帳など公的制度を使って

れました。大学病院として、また上

自宅で生活しやすいようにサービス

記の指定を受けたことにより、道民
の皆様方のがんに関する悩みや治療

北海道大学病院地域医療連携福祉センター「がん相談支援室」
①

医療分野の産学の架け橋を
医療分野の産学の架け橋を
目指し、最新医学の成果を
目指し、最新医学の成果を
地域に還元
地域に還元

相談できる内容（例をあげます）
・がんと診断されたがこれからどうしたらよいかわからず不安。
・ほかに治療法があるのか、それを知るためにはどうしたらよいのか。
・緩和ケア及び緩和ケア病棟のある病院を知りたい。
・セカンドオピニオンを受けたいがどうしたらよいか。
・在宅療養について知りたい。
② 相談申し込み方法
・受付時間：平日 9 時〜 16 時
・予約方法：1）来院による申し込み
（地域医療連携福祉センターで受け付けます）
2）電話による申し込み〜 011‑706‑7040 にお電話ください。
予約制で当センター内の面談室でご相談をお受けします。
＊現在電話でのご相談は原則受けておりませんが、近々に電話相談にも対応でき
るよう体制をととのえていく予定です。
＊「がん相談支援室」では個別の患者さんの病状に応じた治療方法に関するご相
談は受けかねます。患者さんの個別の病状に合わせた治療方法に関するご相談
にはセカンドオピニオンを受けられることをお勧めしております。セカンドオ
ピニオン外来の予約は当センターで受けております。

にお応えする責任が、ますます高
まったと感じています。「地域がん
診療連携拠点病院」に指定されまし
たので、「がん相談支援室」を地域
医療連携福祉センターに設けまし

社会研究部門」が設置されました。
この研究部門は、㈱ホールセールスター
ズ、キョーリンリメディオ㈱、㈱スズケン、
㈱モロオ、㈱アークス、㈱アンビックス、
㈱ RH インシグノ、㈱ヒューエンス、㈱
ヒューリンクス、㈱北海道バイオインダ
ストリー、以上 10 社の奨学寄附金によ
り設置されたものであります。
本研究部門では医学、歯学、保健科学（リ
ハビリ、看護等）などの分野で研究され
たシーズ（技術・知識）と、地域健康社
会づくりに関与する企業側のニーズ（課
題・要望）などを分析して、共同研究テー
マを探っております。すでに、20 件を
超える地域企業の皆様からお問い合わせ
を頂き、うち約半数が大学との共同研究
に向けて動き始めています。
共同研究の成果は、保健医療、予防医
学や健康増進等の分野のエビデンスとし
て地域の皆様に還元されるようシステム
構築をしていきます。
研究シーズの応用による共同研究推進

た。北海道大学病院へ受診・入院に

により、北海道大学病院が日頃行ってい

かかわらず、がんに悩んでいる患者

る先端医療や研究・教育に加え、地域社

さん・ご家族の相談を広くお受けす
ることが目的です。左の枠内に「が

会の健康づくりに貢献することにもつな
がるものと期待されます。
本研究部門を運営するスタッフは、佐藤

ん相談支援室」について簡単に紹介

孝一特任教授、保健科学研究院保健科学

させていただきます。（詳細は北海

部門の武田直樹教授、歯学研究科口腔機

道大学病院 HP でご覧になれます）

能学講座の佐藤嘉晃准教授、の 3 名で構
成されています。

