
議会質問【一般質問】杉並区議会 中村 康弘 

 

 1 

平成２３年第３回定例会 （平成２３年９月８日） 

 

「歯科医療について」 

「精神疾患に対する保健福祉施策について」 

 

◆２４番（中村康弘議員） 本日は、杉並区議会公明党の一員として、歯科医療につい

て、また精神疾患に対する保健福祉施策について、質問を行わせていただきます。 

 歯科口腔保健の推進に関する法律が本年８月２日衆議院本会議にて全会一致で成立、

８月 10 日より公布、施行されています。同法は、国民の歯科口腔の保健に関連するも

のとしては初めて制定された法律であり、歯科口腔の健康について、「国民が健康で質

の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしている」と位置づけるとともに、

「国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて

有効」であり、国民の保健の向上に寄与するものとしています。 

 第２条では３つの基本理念が示されています。１つは、歯科疾患について、生涯にわ

たって日常生活において予防に向けた取り組みを行うとともに、早期に発見し、早期に

治療を受けることを促進すること。２つ目は、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時

期における口腔とその機能の状態及び疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔

保健を推進すること。そして３つ目は、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他

の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保

健を推進することとされています。 

 本区においてはこれまでも、関係団体と連携をとりながら、かかりつけ歯科医の普及

やまた 10 月より新たな体制となる区立歯科保健医療センターの機能強化を中心に、歯

科保健に関する施策を推進してきました。今回の法律が制定されたことにより、本区の

保健福祉施策において歯科医療がより明確に位置づけられ、総合的、重層的、多角的な

事業の展開が望まれます。区の認識を伺います。 

 基本理念の第１が日常的な歯科疾患の予防であり、早期発見・早期治療であります。

歯の健康は実は体全体の健康と深くつながっており、動脈硬化や心臓病、糖尿病、肺炎、

骨粗鬆症等、さまざまな全身疾患の症状抑制や予防との関係性が指摘されています。す

なわち、全身の健康を保つためにも歯の健康を保つことが大切であるとのことです。一

方で、近年、生活習慣の変化からか、歯周病にかかる人の低年齢化が進んでいるとの専
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門家の声もあります。 

 これらの状況をかんがみ、本区がこれまで推進してきた成人歯科健診事業のさらなる

充実が望まれます。現在 20歳から 50歳まで５歳刻みで、その後は 60歳、70歳の区民

を対象に、６月から 11 月までを受診期間として実施されていますが、これらを５歳刻

みではなく、できれば毎年受診可能に、また受診期間を延長するなど拡充していく中で

受診率の向上を図り、歯周病予防の強化に努めていってはどうか、区の所見を伺います。 

 基本理念の第２は、乳幼児から高齢者まで、人生の各ライフステージに沿った適切か

つ効果的な歯科口腔保健の推進です。お母さんの妊娠・出産の前後に健診を通して歯科

疾患の早期発見と予防を行うことは、母体の健康のみならず、胎児、乳幼児の健康にと

っても大変重要とされています。 

 本区における妊婦の歯科健康診断については、これまで保健センターでの母親学級の

中で行っていたものが、今年度より、健康と医療・介護の緊急推進プランによって、身

近な歯科医でも気軽に受診できるようになりました。この改善は評価するところであり

ますが、今後については、妊婦のみならず、少なくとも産後１年未満までを含む妊産婦

を対象とすることを提案したいと思いますが、区はいかがお考えでしょうか。 

 区立小学校における給食後の歯磨き推進運動と洗面環境の充実についても伺います。 

 平成 21 年に区立小学校２校において、歯みがき推進モデル校として専用の洗面台の

設置が行われました。給食後の歯磨き実施計画及び洗面環境に関するデザインは、学校

歯科医会の要望を加味した上で、実情に合わせてそれぞれの学校の養護教諭により策定

をされました。児童、保護者、教員からも非常に好評との知らせも受けています。この

取り組みはこれまで５校まで拡充されてきましたが、児童の健康推進のためには、この

歯磨き推進運動と洗面環境の充実をさらに進めていくべきであると考えますが、区の認

識はいかがでしょうか。 

 高齢者にとっても口腔の健康は大切な問題です。例えば、私は昨年の決算特別委員会

でも質問しましたが、高齢になると嚥下、飲み込みの反射が鈍り、口腔内の細菌が唾液

や胃液などにまじり肺に誤って流れ込み、結果、誤嚥性肺炎が発症することがあります。

そして、そのことにより多くの高齢者が命を落としているという現状があります。高齢

者の歯科健診については、歯周病予防だけではなく、専門家による義歯、入れ歯の洗浄

も必要であります。 

 このような高齢者に対する口腔ケアは、在宅歯科医療の推進を通して充実していくこ

とと思います。本区では７月より在宅医療相談調整窓口を開設しました。この窓口は、
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地域の訪問医師や看護事業、さらには介護や福祉の情報を提供、関係機関との調整など

を行う中で、安心・安全な在宅療養を推進する機能を持っています。在宅歯科医療の充

実についても、この調整窓口が、歯科医師会、医師会、薬剤師会に加え、ケア２４、介

護事業者などの連携を図る調整の中心的な役割を担うことが期待されます。まさに法の

基本理念の３点目である保健、医療、福祉などが連携しながら総合的に歯科口腔保健を

推進していくためにも重要な役割であります。区の認識を伺います。 

 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発についても伺います。 

 法の第７条では、国民の口腔内の健康を保つ予防に関する知識の普及啓発、また、そ

の意欲向上に向けた運動の促進などに取り組むことが国及び地方公共団体の責務とさ

れています。本区のこれまでの普及啓発の取り組みをお示し願います。 

 また、杉並区歯科医師会が主催し、食育や歯科医療あるいは医療分野の著名な専門家

などを招致して、杉並区民健康講座が杉並公会堂などにて２年に１回程度の単位で開催

されていますが、区としてもでき得る限りの支援を行うべきであると考えます。区の所

見を伺います。 

 続いて、精神疾患に対する保健福祉施策についての質問に移ります。 

 この７月、厚生労働省は、医療対策としてこれまで重点的に取り組んできた、がん、

脳卒中、心臓病、糖尿病の４大疾病に、新たに精神疾患を追加して５大疾病とする方針

を決めました。平成 20 年に行われた国の患者調査によりますと、４大疾病の患者数は

糖尿病 237 万人、がん 152 万人、脳卒中 134 万人、心臓病 81 万人となっています。こ

れに対し、うつ病や高齢化による認知症など精神疾患の患者は合計で 323万人と、４大

疾病の患者数を大きく上回っています。 

 特にうつ病患者数においては 104 万人と最も多く、この 10 年間で約 2.4 倍と大きく

増加、また、このような統計にあらわれない未受診の有病者数が約 250万人とされてお

り、まさに現代の国民病とも言われる病気となっています。厚労省が今回精神疾患を加

える方針を決めたのは、こうした患者数の増加とともに、13 年連続で３万人を超えて

いる自殺者の約半数がうつ病などの健康問題によるなど状況が深刻化していることか

ら、対策の強化が必要との判断に至ったとされています。今回の厚生労働省の方針決定

を受けての区の感想、今後期待される動向について所見を伺います。 

 本区の精神疾患に対する取り組みとしては、保健福祉計画では、心の健康づくりとし

て、(1)、うつ病対策の強化、(2)、精神疾患の正しい理解に向けての普及啓発、(3)、

心の健康相談の充実、(4)、地域支援ネットワークの整備、を重点課題として取り組ん
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できました。特にうつ病対策の強化では、うつ病に関する普及啓発の強化、早期発見・

早期対応の推進、家族への支援の充実と、３つの重点的な取り組みを定めています。こ

れは 25年度までの計画ですが、現時点におけるこれらの達成状況をお聞かせください。 

 精神疾患に対する社会のニーズが急増している一方で、地域における精神科の医療や

患者等への支援体制について、現状どのような課題があるのか。この点については、東

京都地方精神保健福祉審議会が昨年 12 月に取りまとめた「精神科医療体制の整備に向

けた今後の検討の方向性」によると、日常の診療体制においては発症から精神科医療機

関の受診にまで時間を要している、精神症状のある一般診療科の患者への適切な精神科

医療の提供体制が不十分、地域で患者を医療につなぐための医療連携が十分でないなど

の課題があり、救急医療の体制においては、地域で患者を受けとめる医療基盤がない、

また精神身体合併症患者の受け入れが困難な状況であるなどの問題があります。 

 また、地域における患者の生活を支援する体制では、受診に応じないなどの深刻なケ

ースへの介入支援体制の整備や保健医療と福祉の連携の問題、地域において訪問にも対

応できるチーム医療・ケアの担い手が少なく、かつ連携が不十分などの課題があるとさ

れています。 

 それでは、本区においては、二次医療圏内あるいは近隣自治体を含めた周辺地域の精

神医療に関する診療、救急医療、生活支援のこれらの体制について、どのような現状の

認識をお持ちでしょうか。東京都では平成 20 年度より、うつ診療充実強化研修事業と

いう、東京都医師会に委託をし、うつ病診療の知識や技術、精神科専門医との連携方法

をかかりつけ医に対して研修を行うことにより、早期発見、適切な治療を行えるよう体

制を整備する事業に取り組んでいます。これまで新宿や八王子市など 19 の地域で実績

があり、本区の医師会も 22年度に取り組みを行っています。 

 そのほかにも、地域の関係医療機関の連携体制を構築する地域精神科医療ネットワー

クモデル事業もありますが、このような事業を、本区においてもこれからも積極的に取

り組むべきであると思いますが、いかがでしょうか。 

 相談体制について伺います。区の保健所、保健センターでは、心の健康づくり、精神

疾患の予防及び早期治療の促進、精神障害者の社会復帰の支援などを目的として、区民

に対する精神保健相談を日常的に行っています。21 年度の実績では、保健師による訪

問相談の実数が 680 件、訪問延べ数 1,654 件、訪問以外のすべての相談合計数が１万

4,382件と、日常的に大変多くの相談が寄せられております。保健所、保健センターに

おける精神保健相談の資質の維持向上に向けた研修等の取り組みや今後の課題につい
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て、区の認識を伺います。 

 また、東京都立中部総合精神保健福祉センターにおいて、アウトリーチ事業という、

医師や保健師、看護、福祉、心理などの専門家によるチームを編成し、訪問を行いなが

ら支援や治療につなげていくという事業が、本年度から正式にスタートしています。こ

のような事業を十分活用することでも本区の相談事業の体制が充実していくと考えま

すが、所見を伺います。 

 患者の家族への支援について伺います。 

 私は、月に１回のうつ病患者の家族会の会合に時々出させていただいており、患者家

族の生の声を伺っています。働き盛りの家族が突如として病に倒れ、なかなか出口の見

えない回復への道のりを、家族一体となってこの病気と闘っている様子を伺いながら、

でき得る限りのサポートをしていきたいという思いです。現段階での区としての家族へ

の支援の状況をお聞かせください。また、さらなる充実を求めたいと思いますが、区の

見解を求めます。 

 最後に、認知行動療法について伺います。本件については過去にも我が会派から質問

いたしましたが、対面式のカウンセリングで行うこの精神療法は、患者との対話を通し

て、否定的な物事のとらえ方や行動の癖を肯定的に修正することで認知のゆがみを矯正

していくものです。うつ病治療は現在薬物療法が中心に行われていますが、薬物だけに

頼らない同療法の普及が期待されるところです。 

 私はこの夏、日本における認知行動療法の第一人者とも言える精神科医の仲本晴男氏

が所長を務める沖縄県立総合精神保健福祉センターを訪問してきました。同センターで

は、平成 17 年から認知行動療法を中心としたうつ病デイケアを実施しており、目覚ま

しい成果を上げています。客観的評価や自己評価において、デイケア通所者の約９割が

症状の改善を見せており、企業で働いている方たちの復職を支援するための企業連携コ

ースでは、修了者の約６割が復職もしくは就業可能な状態になっています。 

 しかし、この認知行動療法については、昨年４月から医療保険が適用されるようにな

ったものの、東京都内においても実施医療機関はまだまだ限られており、区民への普及

はこれからという状態であります。以前、区は、認知行動療法が行える医療機関の情報

収集を行い、その情報を保健センター等を通じて必要な方に適時適切に提供できるよう

取り組む、そういった旨の答弁をされておりますが、その後の進捗・取り組み状況を伺

います。 

 また、さきの都立中部総合保健福祉センターでも、うつ病を初め広汎性発達障害や統
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合失調症の方を対象に、復職や就労、就学に向けての支援を疾患別、目的別に行う精神

科デイケアの中で認知行動療法を取り入れています。このセンターにも先日視察でお邪

魔をし、プログラムの内容や実施状況などについて説明を受けてきました。緻密に組ま

れたプログラムに大変感心しましたが、一方で、そもそもこうしたトレーニングの場に

いかにして患者を送り出し、修了ができるまで継続的にサポートをしていくか、いわゆ

る橋渡しを行う人の存在が不可欠であると強く感じました。 

 改めて伺いますが、本区の精神保健相談でこうしたプログラムに関する情報提供、連

携にとどまらず、実際の治療やトレーニングへ参加、通所を促し、最終的に社会復帰が

できるまで粘り強く支援を行っていく、そういった機能の強化にさらに取り組んでいっ

てはどうか、区の所見を伺います。 

 以上、歯の健康、心の健康の促進を通して、杉並区が命と健康を守る施策に一層取り

組まれることを期待しまして、私の一般質問を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

 

 

○議長（藤本なおや議員） 理事者の答弁を求めます。 

 区長。 

      〔区長（田中 良）登壇〕 

 

 

◎区長（田中良） 中村康弘議員の一般質問にご答弁申し上げます。 

 私からは、最初の歯科口腔保健の推進に関する法律の制定についてでございます。 

 歯や口の健康は、食事や会話をする上で大切であることは言うまでもなく、近年、歯

周病と全身疾患の関係も明らかになってきており、ますます歯科保健医療の重要性が増

してきております。今般、このような歯科口腔保健の推進に関する法律が制定されまし

たことは、まことに時宜を得たものと考えております。 

 この法律は、歯科口腔保健施策を総合的に推進するための施策に関する基本理念や国

及び地方公共団体の責務などを定めているほか、定期健診の勧奨、障害者等が定期健診

や歯科医療を容易に受けられる体制の整備など、幅広い分野が網羅された法律であると

認識をしております。 

 この法律を受けまして、各種歯科健診、健康教育や普及啓発を一層推進してまいりま
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すが、区ではこれまでも独自に成人歯科健診において歯のクリーニングを導入するなど、

先駆的に歯科保健医療施策を進めてきております。さらに、来月開所予定の歯科保健医

療センターにおいては、障害者歯科医療に加えまして訪問歯科診療機能等を強化するな

ど、今後も歯科保健医療施策を総合的に推進していく所存でございます。 

 私からは以上でございます。残りのご質問につきましては、教育長並びに関係部長等

からご答弁いたさせます。 

 

 

○議長（藤本なおや議員） 杉並保健所長。 

      〔杉並保健所長（深澤啓治）登壇〕 

 

 

◎杉並保健所長（深澤啓治） 私からは、残りのご質問のうち、所管する事項につきま

して順次お答えいたします。 

 初めに、成人歯科健診についてのお尋ねですが、区では、健康増進法に基づく歯周疾

患健診の対象年齢を区独自に順次拡大するとともに、歯のクリーニングや１年後の再評

価調査を実施してまいりました。 

 対象年齢の拡大につきましては、昨年度以降 20歳、25歳を加えてきており、その受

診率や健診結果の検証を踏まえて、今後研究してまいります。また受診期間の延長につ

きましては、杉並区歯科医師会とも協議してまいります。 

 次に、産婦歯科健診についてのお尋ねですが、区ではこれまで、妊婦歯科健診を保健

センターの母親学級の中で集団健診として実施してまいりましたが、本年度からは、よ

り身近な歯科医療機関で受診できる仕組みに変更しました。これにより妊婦がかかりつ

け歯科医を持つことが容易となり、スムーズに歯科疾患の予防や定期健診、治療へとつ

ながるものと考えています。 

 一方産婦は、母親の身体的変化のみならず、育児などの疲労も重なって、歯や口の健

康がおろそかとなり、歯科疾患に罹患する場合も考えられますが、まずは妊婦のかかり

つけ歯科医の定着を目指して取り組みを進めてまいります。 

 次に、歯科口腔保健に関する普及啓発についてのお尋ねですが、毎年６月の歯の衛生

週間では、広報、ホームページを通じて歯科疾患の予防に関する普及啓発を行っており

ます。また、杉並区歯科医師会が主催し区が後援する、小中学生を対象とする歯の健康
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に関する図画、ポスター等の優秀作品を活用した成人歯科健診のポスターなどを作成し、

区内で掲示し、広く普及啓発に努めております。さらに秋には、歯や口の健康に関する

講演会や、よい歯ファミリー表彰式、健康教育、歯の健康チェックなどを行うよい歯フ

ァミリーフェスティバルを、歯科医師会等とともに開催しております。 

 杉並区民健康講座に係る歯科医師会への支援につきましては、区は、区民健康保持事

業への支援として歯科医師会に対して毎年補助金を交付しており、その中で実施されて

いる事業と認識しております。 

 次に、精神疾患を医療計画の対象疾病に含む方針が打ち出されたことに対するお尋ね

ですが、国は、医療計画に記載すべき疾病として精神疾患を加える方針を、この７月の

社会保障審議会医療部会で打ち出しました。従来の、がん、心疾患、脳卒中、糖尿病の

４疾病に精神疾患が加わる場合の影響につきましては、東京都が策定する医療計画に明

示され、それらに対応した医療連携体制を構築することで都と区の役割もより明確とな

り、広範かつ継続的な医療が提供できるようになるものと期待されます。 

 次に、うつ病対策強化に関するお尋ねですが、普及啓発強化の視点では「広報すぎな

み」への掲載、講演会等を実施しております。また早期発見・早期対応の視点では、産

後うつの早期発見のため、すこやか赤ちゃん訪問事業や乳幼児健康診査の際のスクリー

ニングを実施しております。家族への支援の視点では、家族会への支援、家族のための

うつ病講座等を実施しております。 

 次に、地域の精神医療体制に関するお尋ねですが、精神科病床は多摩地区に偏在して

おり、杉並区を含む区西部保健医療圏は、精神科病床は対人口比で都の平均を大きく下

回っております。一方外来では、区内には精神科を標榜する診療所が 48 カ所あり、こ

れは全診療所の約１割に相当しております。また精神科救急に関しましては、都立松沢

病院が精神科夜間休日診療事業の指定医療機関となっておりますが、精神科初期救急の

円滑な受け入れなどの点で改善の余地があります。 

 生活支援体制では、アウトリーチ支援が重要ですが、介入支援体制の整備や保健医療

と福祉との連携が課題となっております。 

 次に、うつ病診療の研修についてのお尋ねですが、ご指摘のとおり、うつ病診療のノ

ウハウについて一般のかかりつけ医に啓発することは、近年のうつ病治療のすそ野の広

がりを考えると、重要なことであると認識しております。医師や医療機関に対するうつ

病診療などの研修は、主として東京都の役割と考えておりますが、区としても可能な範

囲で医師会と連携してまいりたいと考えております。 
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 次に、保健所、保健センター相談担当者の資質確保についてのお尋ねですが、保健所、

保健センターで相談に当たる保健師は非常に多くのケースを扱っており、中には大変複

雑かつ困難な事例も含まれております。そのため、保健師の資質の確保及び向上は重要

課題の１つと考えており、区ではＯＪＴを推進するとともに、東京都や特別区協議会が

主催する研修の機会を活用し、資質の向上に努めているところでございます。 

 次に、東京都で実施しているアウトリーチ事業についてのお尋ねですが、本区での活

用例は本年４月以降７例で、都立中部総合精神保健福祉センター管轄 10区での実施例、

計 25 例の４分の１以上を占めております。今後も都と密接に連携して、必要な方にア

ウトリーチ事業を積極的に活用してまいります。 

 次に、うつ病患者家族への支援のお尋ねですが、区では現在まで、うつ病家族会に開

催会場の提供や保健師が関与するなどの支援を行ってまいりました。今後、学習会の講

師に関する情報提供など、引き続き自主的な活動を支援してまいります。 

 次に、認知行動療法の情報提供に関するお尋ねですが、現在区では、認知行動療法を

行っている医療機関の情報を収集し、必要な方に提供できるようにしております。しか

し、認知行動療法を行う医療機関の数はいまだ少なく、区内には２カ所のみという状況

でございます。また、問い合わせも少ない状況にございます。今後も引き続き情報の収

集、提供に努めてまいります。 

 最後となりますけれども、本区における精神保健相談の機能強化に関するお尋ねです

が、現在区では、地区担当保健師を中心に、医療機関への同行受診などを行っておりま

す。また、保健センターの精神障害者デイケアに加え、都立中部総合精神保健福祉セン

ターのリターンワーク事業も活用しております。区では、今後も東京都との役割分担を

踏まえつつ、これらの取り組みを充実してまいります。 

 私からは以上でございます。 

 

 

○議長（藤本なおや議員） 高齢者担当部長。 

      〔高齢者担当部長（武笠 茂）登壇〕 

 

 

◎高齢者担当部長（武笠茂） 私からは、高齢者の在宅歯科医療についてのご質問にお

答えいたします。 
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 高齢者の方の口腔ケアは、在宅療養生活を継続する上で大変重要なことと認識してお

ります。区といたしましては、在宅医療相談調整窓口とあわせて設置しました在宅医療

推進協議会において、歯科医師会、歯科保健医療センターを初め医師会、薬剤師会ある

いは地域包括支援センターや介護事業者等との連携調整を図り、高齢者の在宅歯科医療

を支援していく所存でございます。 

 私からは以上でございます。 

 

 

○議長（藤本なおや議員） 教育長。 

      〔教育長（井出隆安）登壇〕 

 

 

◎教育長（井出隆安） 私からは、学校における歯磨き推進についてのご質問にお答え

をいたします。 

 区立小学校における歯磨きの推進は、平成 21 年度から推進校を設定し、流し台の設

置と給食後の歯磨きの習慣化に取り組んでおり、現在７校で実施をしております。この

取り組みにより、多くの児童において給食後の歯磨きが習慣化されたこと、また治療が

必要な児童に対し、家庭と連携して早期に対応が図れるようになったことなど、児童の

口腔衛生に大きな効果を上げるとともに、歯磨きを通して広く健康に対する理解も深ま

っており、今後も計画的に推進してまいりたいと考えております。 


