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北大病院地域健康社会研究部門は、2011年 4月から疾病予防情報の発信のあり方・課題を探るため、地域企業主催
の医療セミナーに講師やテーマの選定で積極的に協力して研究活動を進めております。
本号では、市民向け医療セミナーから講演内容を抜粋して分かりやすく掲載しております。

地域� 通信

�ピロリ菌が、初めて
発見されたのは 1982 年

　細菌が病気と関わっていることを
証明するためには、ドイツの有名な
細菌学者、ローベルト・コッホが提
唱していた 4つの原則を満足させる
ことが必要です。第一の原則は「そ
の病気には、その細菌が必ず存在す
る」ということです。「赤痢には赤
痢菌が存在する。結核には結核菌が
存在する」これが絶対条件です。第
二は、純培養した場合、他の細菌が
混じらずに純培養ができるというこ
と。第三は、その細菌を、人や動物
に移植した場合、同じような病変が
発生するということ。第四は、その
病変から同じ細菌が出るということ
です。
　ピロリ菌と胃の病気に関するコッ
ホの 4原則を証明したのが、オース
トラリアの病理学者ウォーレンと消
化器内科医のベリー・マーシャルの
コンビでした。1982 年のことです。
彼らの研究成果は胃の病気の病態生
理や治療法を大きく変える契機とな
り、二人は 2005 年にノーベル生理
学・医学賞を受賞しました。

ピロリ菌による症状

　ピロリ菌に感染すると全員が慢性
胃炎（組織学的胃炎）になります。
日本ではその中の 80 から 90％が萎
縮性胃炎へと進行します。そして萎
縮性胃炎の大体 0.5 ～ 1.5％が分化
型の胃がんに進行するのです。
　これとは別に萎縮性胃炎を介さ
ず、未分化型の胃がんに進行する例
があります。若年者に多いのですが、
これもピロリ菌ときわめて密接に関

わずか一週間の投与なので、数回の
飲み忘れは除菌率低下の大きな原因
となります。ですから、除菌薬を処
方されたときは、指示されたとおり
きっちりと服薬をしてください。も
し、副作用と思われる下痢などの症
状が出た場合も自分で服薬中止をせ
ずに、処方医師へ必ず相談をしてい
ただきたいと思います。中途半端な
服薬は除菌を失敗に導くのみなら
ず、耐性菌の出現頻度を上昇させま
すのでくれぐれもご注意ください。

胃がんから身を守る

　最後に胃がんで亡くならないため
にどうしたらいいか、述べたいと思
います。まず現在の自分の胃の状況
を把握することがきわめて重要で
す。慢性胃炎を起こすのはピロリ菌
しかいないわけなので、ピロリ菌の
抗体をチェックすることと、現在胃
炎があるかどうかを調べる血清ペプ
シノーゲンを測定します。両方陰性
の人は胃がんになる可能性がほとん
どありません。それ以外の方にはピ
ロリ菌の除菌を勧めます。ピロリ菌
陽性でペプシノーゲン陰性の方は除
菌後、胃がんになる可能性はほとん
ど無くなります。ピロリ菌陽性、ペ
プシノーゲン陽性の人は、ピロリの
除菌だけでは胃がんは完全には抑制
できないということを理解して下さ
い。ですから必ず除菌した後も胃の
検診を受けてください。
　このように血液をチェックしてピ
ロリ菌がいれば除菌を行い、その後、
内視鏡でフォローすればほとんどの
方は胃がんで亡くなることはありま
せん。詳しくは、拙著の中公新書“胃
の病気とピロリ菌 ”を読んでいただ
くとより深い理解が得られると思い
ます。

培養されたピロリ菌
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係しています。
　かつて萎縮性胃炎は、加齢現象と
捉えられておりましたが、近年に
なってピロリ菌の感染症によるもの
であることが明らかになりました。
　ストレスがかかると胃炎が生じま
す。胃もたれ、胃が痛いという症状
が出現し、内視鏡で観察すると発赤、
出血、びらんなどの所見が見られま
す。一方、胃潰瘍はストレスだけで
は決して起こりません。ピロリ菌の
感染により胃の粘膜がもろくなった
ところにストレスがかかると深掘れ
の胃潰瘍が生じるのです。
　21 世紀に入り、胃潰瘍の原因の
大半が、ピロリ菌と消炎鎮痛薬の二
つによって生じることが明らかに
なってきました。そのため胃潰瘍の
原因療法が可能になったのです。つ
まりピロリ菌の除菌と消炎鎮痛薬の
服用を中止するということで、潰瘍
が再発しなくなってきました。
　厚生労働省のサポートにより作成
された胃潰瘍の診療ガイドラインに
は、胃潰瘍の患者には、まず消炎鎮
痛剤を飲んだかどうかを聞き、飲ん
でいたなら即刻中止すること、飲ん
でいなかったらピロリ菌を検査し、
ピロリ菌が陽性なら除菌療法を行う
ことと記載されています。

走査電子顕微鏡でみたピロリ菌

第2回北洋銀行市民医療セミナー
6月15日開催より
講師　北海道大学大学院医学研究科
　　　がん予防内科学講座　特任教授
　　　前北海道大学病院長　浅香　正博

�ピロリ菌を調べて
除菌するには

　ピロリ菌の感染を調べる検査方法
は、大きく分けると内視鏡を使わな
い方法と内視鏡を使う方法がありま
す。内視鏡を使わない方法には、尿
素呼気試験と、血中や尿中の抗体を
測る方法と、便中の抗原を測る方法
があり、内視鏡を使用する方法は生
検組織を取り、それを培養して証明
する方法、病理学的に組織を調べる
方法と、アンモニアを検出するウレ
アーゼ試験の 3 つの方法がありま
す。このうち、尿素呼気試験が最も
感度のよいピロリ菌の診断法といわ
れています。
　ピロリ菌を除菌する治療法は、プ
ロトンポンプ阻害薬（PPI）＋アモ
キシシリン＋クラリスロマイシンを
一週間投与する 3剤併用療法が一次
除菌治療と位置づけられ、除菌率は
80-90％と報告されています。服薬
に便利な除菌用のパック製剤も販売
されています。
　わが国の除菌成功率は年々下降し
ています。その大きな原因はクラリ
スロマイシン耐性菌の増加であると
いわれています。クラリスロマイシ
ンは日本で開発された抗生物質であ
り、他国に比べ国内で処方される
ケースが多いことが知られていま
す。日本ヘリコバクター学会で、
2002 年から 5 年間で全国規模の耐
性菌サーベイランスが行われ、クラ
リスロマイシンの一次耐性率は
30％前後であることが明らかになっ
ています。
　除菌失敗のもう一つの重要な原因
は除菌薬の飲み忘れです。1日 2回、

胃の病気とピロリ菌

講演風景（北洋大通センターセミナーホールに於いて）
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子宮頸がんは、
若い女性に多い

　日本人の 2人に 1人は、がんにな
ります。3人に 1人は、がんで亡く
なるといった、非常にがんが多い時
代になっています。
　その中でも子宮頸がんの特徴は、
高齢者の病気ではなくて、若い人の、
がんであるということです。女性に
しかない大切な場所である子宮は、
赤ちゃんが 10 カ月間過ごすところ
です。
　子宮には子宮体部と子宮頚部があ
ります。体部は、赤ちゃんが育つと
ころ。子宮頚部は流産、早産になら
ないように、赤ちゃんが生まれて良
い時期になるまで、しっかりと子宮
の口を閉じておくところです。子宮
頚部にできるのが子宮頸がん、子宮
の奥にできるのが子宮体がんです。
　正常な子宮頚部はスムーズな外観
をしていますが、がんができると、
ゴツゴツとした出血がしやすい、し
こりができてきます。こうした症状
になると、かなり進んだがんです。
　子宮頸がんは、上皮内がんという、
がんの一歩手前の病気も含めて、毎
年 1万 6000 人ぐらいの方に発生し
ています。図の通り、実は 39 歳以
下の女性のがんの中で子宮頸がんが
最も多いのです。この現象は 1980
年、90 年頃から、若い女性の中に
どんどん増えています。乳がん、卵
巣がん、子宮体がんなども若干、増
加傾向にありますが、明らかに子宮頸
がんが、ずば抜けて多くなっています。
　ですから、「がん検診」は目で見
てわかる状態や出血する前に発見す
ることが目的となる大切な検診で
す。

何故、子宮頸がんに
なるのか？

　子宮頸がんの原因は「ヒトパピ
ローマウイルス（HPV）」です。こ
れは非常にありふれたウイルスで、
80％の女性は生涯のうちに一度は、
感染するウイルスです。
　ほとんどのHPVは自然に消えて

しまうのですが、そのまま残ってし
まうことがあります。これを「持続
感染」といいます。
　人は、一度感染すると身体の中に
抗体ができます。これら「はしか」
や「みずぼうそう」などとは違い
HPVに対しては十分な抗体ができ
ません。そのために何回でも同じ
HPVに感染する可能性があります。
HPVは粘膜の小さな傷から入って
細胞に感染します。細胞の分裂に合
わせてウイルスも分裂して増えてい
き、また外へ出て行って広がってい
くという内容がこのHPVのサイク
ルで、感染した人の 10％が持続感
染になっていきます。
　持続感染になりますと、CIN と
いう粘膜内の病変ができますが、こ
れにも CIN の「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」と
いう段階があります。「Ⅰ」が最も
軽く、多くは消えます。それから
10 分の 1 のさらに 10 分の 1 が、
CIN の「Ⅱ」「Ⅲ」という前がん病
変にまで進んでいきます。さらにそ
の 10 分の 1 が子宮頸がんになると
いうことですから、千にひとつぐら
いの割合で子宮頸がんなっていきま
す。
　このHPVは 150 種類以上ありま
すが、そのうち子宮頸がんの原因に
なるものは、13 種類ぐらいです。
その中でも最も頻度の高いのが 16
型と 18 型で、この 2 つを合わせて
大体 6割から 7 割を占めています。
20 代、30 代の若い女性では子宮頸
がんの 9 割くらいに 16、18 型が見

つかります。若い女性の子宮頸がん
の大部分は、この 16、18 型が原因
です。

予防するためには

　子宮頸がんにならないためには、
原因であるHPVを予防することが
一番です。男性も女性も 70 から
80％はこのHPVに感染します。こ
のHPVが感染した状態で、がんに
なる可能性を促進してしまう一番重
要な要因はタバコです。HPV 感染
とタバコは発生のリスクが高くなり
ます。また、緑黄色野菜の摂取不足
も、がんのリスクを高めます。さら
に、クラミジア感染による炎症があ
ると、HPV によるがん化を助けて
しまうということがわかっていま
す。
　ですから、女性のタバコは止めた
方が良いですし、炎症があった場合
は、きちんと治療をしましょうとい
うことになります。
　ここで、子宮頸がんの予防方法を
紹介します。ひとつはHPVワクチ
ンで、HPV ウイルスが細胞にとり
つくことを予防します。もうひとつ
はHPVに感染してしまっても、が
んになる前の前がん病変を検診で見
つける方法があります。この 2つを
組み合わせていくことです。
　このHPVワクチンは、現在、世
界百カ国以上で使われていて、日本
でも 2009 年から使われるようにな
りました。
　HPVは写真のような形をしてい

て、構造は外側の殻と中に遺伝子が
あります。予防ワクチンは人工的に
ウイルスの外側の殻だけを作ったも
ので、中身はありません。この中の
遺伝子の働きでウイルスというのは
増えてくるので、これが無いという
ことは、これは本物のウイルスとは
違って病原性が無く安全なワクチン
だということです。
　このようなワクチンができたのも
遺伝子工学という医学が進歩した成
果です。ワクチンは「2価」のワク
チン、最近日本で承認された「4価
ワクチン」があります。「2 価ワク
チン」は 16 型と 18 型に対するワク
チンで、「4価ワクチン」は 16 型と
18 型に加え、6と 11 型というHPV
の感染予防にもなります。この 6と
11 型は子宮頸がんの原因ではない
のですが、外陰部にコンジローマと
いう疣（いぼ）ができることがあり
ます。その原因になるのが 6 と 11
型で、それを防ぐことができます。
　どちらも 3回、ワクチンを打つ必
要があります。注意しなければなら
ないのは、予防できる発がん性の
HPV は 16 型と 18 型で、すべての
HPVを予防することはできないと
いうことです。予防できるのは
HPV の 6 割から 7 割で、残り 3 割
のHPVが原因となる子宮頸がんは、
検診で見つけなければなりません。

コープさっぽろ医療セミナー
7月13日開催より
講師　�北海道大学院医学研究科生殖内分泌・腫瘍学

分野教授
　　　�ピーキャフ・PCAF（女性がん啓発キャンペーンの会）

代表理事　櫻木　範明

子宮頸がんの
� 現状と予防

講演風景（江別市民会館に於いて）

出　典： 国立がんセンターがん情報対
策センター

データ： 人口動態統計（厚生労働省大
臣官房統計情報部）

日本における20～39歳の女性の各種がん罹患率推移

ヒトパピローマウイルス（HPV）

L1タンパク質
五量体

（キャプソメア）

L2 タンパク質
および核

環状 DNA
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　このワクチンで、16 型、18 型由
来の前がん病変を 98％から 100％予
防することができますから、16 型、
18 型を原因とする子宮頸がんを、
ほぼ完全に予防することができるだ
ろうということです。16 型、18 型は、
がん化の力が強く、子宮頸がんの原
因としては一番多いウイルスだとい
うところが重要なのです。

検診はどのように行うか

　早期子宮頸がんの特徴は、自覚症
状が無いということです。これが同
じ子宮がんといわれている、子宮体
がんと子宮頸がんの違いです。
　子宮体がんは、ごく早い段階で不
正出血があり、早く見つかることが
多いのです。それに対して子宮頸が
んは、ある程度進まないと自覚症状

はありません。そのために定期健診
で、まだ症状が無い、ごく初期のが
んを見つけて子宮を残す治療を行う
ことが非常に大切なのです。自覚症
状が出てきますと「進んだがん」と
いうことで、「広汎子宮全摘出」と
いう大きな手術、あるいは放射線治
療が必要になってしまいます。
　「子宮頸がん検診は、20 歳になっ
たら受けてください」と勧めていま
す。2 年に一度の検診補助システム
がありますから、最低 2 年に一度は
検診しましょう。
　検診では、子宮の頸部、子宮の入
り口の表面を、ブラシや木のヘラで
軽くこすり細胞を採り、検査します。
HPV が感染してから前がん病変に
なるまで、2 年から 5 年かかります。
さらに前がん病変から浸潤がんにな

るには、5 年から 10 年かかります
ので、この前がん病変から浸潤がん
になるまでの期間に検診を受けれ
ば、前がん病変や、ごく初期のがん
を見つけるチャンスがたくさんある
ということなのです。
　一度だけ、がん検診を受けその時
に、「なんともない」と言われて安心
してしまう人が結構います。それで
4、5 年経って症状が出て病院に行っ
たらもう既に浸潤がんだったという
ケースは非常に多いのですね。がん
検診が 3 年間空いてしまったら、一
度も受けなかったことと同じになり
ますから、少なくとも 2 年に 1 回は
がん検診を受けて欲しいのです。
　しかし、がん検診は 100％ではあ
りません。がん検診を受けた段階で
既に、がんがあったとします。そこ

で検診をして、がんが見つかる確率
というのは 90％位です。ですから、
がんがあっても 10％ぐらいは見つ
からないのです。がん検診で 90％
は見つかるけれども、10％は病気が
小さいとか、他に炎症があって隠れ
てしまうなど、いろんな要素で見つ
からないことがありますので、最初
の 3 年間は毎年受けて欲しいので
す。3 回連続して異常がなければ、
その後は 2 年に 1 回にしても大丈夫
でしょう。
　最後に皆さんご存知かと思います
が、2011 年 1 月から札幌市では子宮
頸がん予防ワクチンが無料で受けら
れるようになっています。対象は中学
校 1 年から高校 1 年までです。皆さ
ん方の周りの若い女生徒がいましたら
勧めてみていただきたいと思います。

ロコモティブ
シンドロームって何？

　ロコモティブシンドロームとは、
運動器症候群のことで、「運動器の
障害による要介護の状態、および要
介護のリスクの高い状態」を言いま
す。運動器とは骨、関節、筋肉、背
骨、神経などのことを指します。神
経は脊髄、末梢神経も含みます。人
にとって自分の意思で自分の体を動
かすために運動器はなくてはならな

いものです。整形外科が扱う疾患は、
これら運動器がすべて対象になりま
す。
　運動器の病気と外傷には、腰部脊
柱管狭窄症、変形性膝関節症、骨粗
鬆症性圧迫骨折、大腿骨頚部骨折な
どさまざまなものがありますが、こ
れらすべてが要介護状態に結び付い
ていく可能性があります。日本整形
外科学会のホームページ資料により
ますと、平成 12 年から平成 19 年ま
での要介護の方の人数の推移をみま

すと、増加の一途をたどっており、
その原因の約 2 割以上は脳卒中です
が、運動器の疾患も約 2 割あります。
この二つで、要介護の原因の約半数
近くを占めるのです。
　運動器の障害は一人に幾つもある
場合が多くあります。その典型例に
腰部脊柱管狭窄症と変形性膝関節症
が合併し、足腰がしっかりしない、
足が痺れる、膝も痛いというような
状態が生じます。
　ロコモティブには機関車という意
味もあります。機関車が丈夫で走り
続けるように、運動器を長く健康に
保つためには日常、使って鍛えてい
なければならない。体重のコント
ロールをしたり運動をとり入れたり
ということが運動器症候群を防ぐひ
とつのコツです。
　自分がロコモティブシンドローム
に向かっているのかどうかをチェッ
クする方法は 5 つあります。「片足
立ちで靴下がはけますか」、「家の中
で何もしないのに、つまづいたり転
んだりしませんか」、「15 分ぐらい
続けて歩けますか」、「横断歩道を青
信号できちっと渡りきれますか」、

「階段を上るのに手すりが必要です
か」。この 5 つのうちどれかひとつ

でも当てはまるようでしたらロコモ
ティブシンドロームに向かっている
可能性があります。もし当てはまる
ということであれば、日本整形外科
学会ではロコトレをお勧めしていま
す。
　ロコトレの第一ステップは体が倒
れないように支えをきちっと置いて
片足立ちをし、左右 1 分間ずつバラ
ンスをとるトレーニングです。ロコ
トレの第二ステップは、バランス感
覚と足の筋力を鍛えるスクワットで
す。腰を落とすときに、膝がつま先
より出ないようにします。深呼吸を
するペースで体を屈めたり伸ばした
りを 5、6 回繰り返します。これを
1 日 3 回。バランスが悪い方は、体
が後ろに倒れないように椅子を使う
ことも推奨されています。
　ロコトレの第三ステップは、スト
レッチ、関節の曲げ伸ばし、ラジオ
体操、ウォーキングなどの運動です。
腰が痛い方に推奨されるのは水泳
で、中でも水中ウォーキングが最適
です。いずれにしても腰の痛みがあ
る程度落ち着いたら運動をし、減量
してください。腹筋背筋、足腰を強
くし、体の機能を高めて減量するこ
とは非常に大事です。これらは専門
医のアドバイスを受けながら進めて
ください。

さまざまな腰痛の原因

　平成 19 年の国民生活基礎調査（厚
生労働省）によりますと、一般の方
が自覚症状として困っているものの
うち男性の一位は「腰痛」、次に「せ
きやたんが出る」、そして「肩こり」。
女性は「肩こり」が一番で、次に「腰
痛」、そして「手足の関節が痛む」
というようなことで、腰痛の訴えは

第3回北洋銀行市民医療セミナー
7月13日開催より
講師　北海道大学病院整形外科講師
　　　同病院診療准教授　小谷　善久

腰痛の原因と治療

講演風景（北洋大通センターセミナーホールに於いて）

ロコモティブシンド
ローム徐々に進行し
ていくイメージ図徐々に進む

ロコモティブ
シンドローム

運動器疾患

寝たきり

要介護

低

下

日
常
生
活
の
自
立
度

悪 化運動器の健康度
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大変多いのです。
　腰痛の原因で多い疾患は、腰椎椎
間板ヘルニアや 60 歳以上では腰部
脊柱管狭窄症、腰椎すべり症などで
す。腰椎すべり症では変性すべり症
と分離すべり症が代表的です。
　骨粗鬆症による圧迫骨折や、また
非常に稀ですが腫瘍があります。背
骨はがんの転移の場所としては非常
に多いところだからです。それから
無視できないのが炎症です。特に化
膿性脊椎炎は、尿路の感染などから
背骨にばい菌が付いて、激烈な痛み
を出します。さらに腎・尿管結石や
大動脈瘤、婦人科の疾患など内臓に
原因があって腰痛になっていること
もあります。慢性腰痛がひどい場合
はこれらの可能性も含めて専門医に
チェックしてもらうのがよろしいで
しょう。
　脊柱管狭窄症は 60 代から 80 代に
多く発症します。背骨の老化により
関節とか靭帯が厚くなってきます。
厚くなってくることによって神経組
織が圧迫されるという病気です。症
状は間欠性跛行という歩行障害があ
り、下肢の痛みと痺れ、排尿排便の
障害を生ずることがあります。間欠
性跛行というのは、歩くと足の痛み
と痺れが強くなってきて、前屈位で
休むと楽になる。それでまた歩く。
これを繰り返します。症状の強い方

■肝疾患相談センター市民公開講座

肝臓病の栄養を考えましょう
～肝臓病に合わせた適正な食
事とは？

日時： 平成 23 年 11 月 26 日（土）
13 時～ 16 時　受講料無料

会場： 北海道大学病院臨床大講堂
（定員 200 名）

対象：一般市民
講演内容：
　① 久留米大学医学部
 講師　川口　　巧先生
　　 「肝臓病患者の栄養状態と栄養

治療の意義について」
　② 東海大学医学部
 准教授　白石　光一先生
　　 「アルコール性肝障害の現況、

脂肪性肝障害の診断と治療」
　③ 名寄市立大学保健福祉学部栄養

学科 教授　久保ちづる先生
　　 「肝臓病患者の食事（肝硬変、

アルコール、脂肪性肝障害）」

では、立っているだけで足が痛い、
あるいはでん部が痛い、坐骨神経痛
が強く出るなどの症状がみられま
す。
　実はこれには似たような症状を出
す血管の病気があります。慢性動脈
閉塞症で、代表的なものが閉塞性動
脈硬化症になります。これは足のほ
うの動脈が狭窄するのですが、専門
医が見ればどちらが原因かというの
は分かります。

腰椎疾患の治療法

　腰部脊柱管狭窄症の治療では、症
状の軽い方は薬物療法が選択されま
す。プロスタグランジン E1 という
薬剤が有効で、これは神経の血管を
拡張させ、それにより神経の方に
いっている血流が増えます。すると
痺れや痛みが楽になります。これを
通常 3 か月程服用します。さらに痛
みに対しては消炎鎮痛剤を使用しま
す。神経の痛みが非常に強い場合は
ブロック治療があります。これは麻
酔薬を神経や神経の外側に注射して
和らげるという治療です。
　腰部脊柱管狭窄症で手術が必要な
ケースは、間欠性跛行が強く、買い
物など一人で行けないため、家にも
閉じこもりがちになるなどの状況に
なってきた場合です。それからもと
もと活動的な方でスポーツをしたり

 申込方法：下記の問い合わせ先に封
書、FAX、電子メールのいずれか
に住所、氏名、電話番号を明記の上、
お申込みください。
問い合わせ先：
　〒 060-8648
　　札幌市北区北 14 条西 5 丁目
　　 北海道大学病院　肝疾患相談セ

ンター
　　TEL　011-706-7788
　　FAX　011-706-5630
　　 専用アドレス
　　liver_reception@huhp.hokudai.ac.jp

■�北海道大学大学院歯学研究科市民
公開特別講座

「今一度見直そう！口腔ケアの重
要性」

日時： 平成 23 年 10 月 2 日（日）
13 時～ 16 時　受講料無料

会場： 北海道大学学術交流会館
小講堂（先着 150 名）

対象： 一般市民、学校関係者、

旅行に行ったりする方が極端に外出
しなくなったりする場合は、やはり
手術をする方が良いでしょう。その
他では、足の痛みが強くブロック治
療をしてもやはり痛みが治まらない
とか、麻痺が強いあるいは排尿排便
障害があるような場合は手術をした
方が良い状態です。
　腰椎変性すべり症は 60 代から 70
代の女性に多い疾患です。女性の場
合は体幹筋力が弱いですから、加齢
により背骨が耐えきれずに、すべり
症を生じます。椎間板とか椎間関節
が加齢により傷んできてすべってく
ると、中の通り道が狭くなって、脊
柱管狭窄のような病態になります。
　代表的な治療法は脊椎の固定術で
す。すべって不安定な状態に対して、
後方から神経の圧迫を取り除き、更

医療関係従事者等
講演内容：
　① 北海道大学病院歯科診療セン

ター　保存系歯科
 助教　田中　佐織
　　 「虫歯・歯周病治療における口

腔ケアの重要性」
　② 北海道大学大学院歯学研究科　

口腔健康科学講座　高齢者歯科
学教室 助教　柏崎　晴彦

　　「移植医療における口腔ケア」
　③ 北海道大学病院　診療支援部
 歯科衛生士　中山　絵里
　　「口腔ケアの実際について」

 申込期間：平成 23 年 9 月 5 日（月）
～ 9 月 22 日（木）
　 「土曜日・日曜日を除く」毎日午

前 9 時から午後 5 時まで

　※ 会場に余裕がある場合は当日参
加の方も受け付けます。聴講し
たい講義のみを聴くことも可能
です。

申込場所： 北海道大学大学院歯学研
究科　庶務係

　〒 060-8586
　　札幌市北区北 13 条西 7 丁目
 申込手続：受講申込書に所要事項を
記入の上、直接お持ちいただくか郵
送、e-mail も し く は FAX：011-
706-4919 によりお申し込みくださ
い。FAX の場合には番号を十分お
確かめの上お送りください。
 問い合わせ先：北海道大学大学院歯
学研究科　庶務係
　TEL：011-706-4314
　FAX：011-706-4919
　E-mail：syomu@den.hokudai.ac.jp

に小さなボルトを入れ、骨盤の骨を
移植して固定します。脊椎固定の手
術をした後でも、入院期間は約 2 ～
3 週間とそれほど長くありません
が、後療法としてコルセットを使用
します。3-4 か月位コルセットをし
て、重量物を上げるとか、屈む作業
を控え、レントゲンで骨が固まって
きたことが分かりましたらコルセッ
トを少し柔らかいものに替えていき
ます。
　体内の金属は基本的には抜きませ
ん。今はほとんどチタン合金になっ
ていまして MRI が撮れますから、
金属の抜去はほとんど要りません。
最近ではこのような脊椎固定の手術
を小さな傷で行う低侵襲手術も行わ
れるようになり、私ども北大病院で
も積極的に行っております。

編 集 後 記
　北大病院地域健康社会研究部門は、2009 年 4 月に設置されて約 2 年半にな
ります。今まで地域企業と病院研究者間の共同研究の効率的マッチング方法
の実証研究を中心に行ってきましたが、2011 年 4 月からは、疾病予防情報の
発信のあり方・課題を探るため、地域企業主催の医療セミナーに講師やテー
マの選定で積極的に協力して研究活動を進めております。私たちが関わる医
療セミナーは今年度だけで約 20 件になります。
　本年度の「地域けんこう通信」は 4 回の発行を予定しており、今後誌面で、
医療セミナーの要約をご紹介する予定です。皆様の健康づくりに役立ててい
ただければ幸いです。

講演会のお知らせ

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、運動器の障害による要
介護の状態、および要介護リスクの高い状態を言います

1 ．多くの人にとって長期間、
運動器を健康に保つことは難
しい
長期間運動器を使い続ける新
しい集団の出現（新しい事態）
要介護の原因になる

2 ．運動器（骨・関節・背骨）
障害が複数ある人が多い
運動器全体を診る必要がある ロコモティブ：機関車の意味もある


