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第６回 文京区地域医療連携推進協議会高齢者・障害者 

口腔保健医療検討部会 

（議事要点記録） 

 

 日時；平成２９年１月１８日（水） 午後 1時３０分から 

 場所；区議会第２委員会室 

 

＜会議次第＞ 

１ 部会長挨拶 

２ 新委員紹介 

３ 報告事項・議事 

（１）障害者歯科診療事業の実施状況について 

（２）在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診事業の実績について 

（３）在宅医療検討部会での歯科に関する提案について 

（４）認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づく歯科の取組みに 

   ついて 

（５）その他 

４ 閉 会 

 

＜配布資料＞ 

 資料第１号 平成 27年度障害者歯科診療事業実施状況 

 資料第２号 平成 27年度在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・予防相談指導

事業実績 

 資料第３号 平成 27年度在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・訪問問診票集

計結果 

 資料第４号 在宅医療検討部会での歯科に関する提案について（事務局提案） 

 資料第５号 認知症の人の口を地域で支えるために 

 

 参考資料１ 平成 27年度在宅医療検討部会兼医療介護連携専門部会における

「地域における医療・介護の連携に関する現状と課題の整理」＜事

務局整理版＞ 

 参考資料２ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の概要 

 

＜出席者＞ 

  平野浩彦部会長、土居浩委員、野村茂樹委員、藤田良治委員、依田泰委員、 

中根綾子委員、小嶋奈々子委員、住友孝子委員、石原浩委員 
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＜欠席者＞ 

  白井淳子委員 

 

＜事務局＞ 

  渡邊健康推進課長、中島障害福祉課長、真下認知症・地域包括ケア担当課長 

 

＜傍聴者＞ 

  なし 

 

１ 部会長挨拶 

  

平野部会長；第６回文京区地域医療連携推進協議会高齢者・障害者口腔保健医

療検討部会を開会いたします。 

私、東京都健康長寿医療センターの平野でございます。部会長を５年ほど

務めさせていただいております。就任した当時は研究所におりましたが、４

月から病院の口腔外科外来に異動になりました。よろしくお願いいたします。 

 この５年間の経緯でございますが、当初はシビックセンターに障害者に対

応する歯科相談室がございまして、区の歯科医の先生方が中心となり運営さ

れておりましたが、もっとアクティブに活動できるのではないかというよう

な先生方のご意見もあり、飯田橋にある都立心身障害者口腔保健センターと

の連携についての検討や、先生方のご尽力等をいただきまして機能的に運用

できるようになりました。その後、発達期の障害という観点から、摂食嚥下

障害への対応を検討するにあたり、高齢者の問題も取り組んでいこうという

ことで、特に高齢者の在宅訪問歯科推進について検討してまいりました。 

  本日は新たな展開を少し模索しようという部分もございますので、皆様方

のご意見を賜ればと思います 

 

２ 新委員紹介 

 

渡邊健康推進課長（事務局）； 新委員のご紹介をさせていただきます。 

  一般社団法人東京都文京区小石川歯科医師会副会長の土居浩委員、担当理

事の野村茂樹委員です。続きまして、一般社団法人東京都文京区歯科医師会

副会長の藤田良治委員、理事の依田泰委員です。４名の方につきましては、

お手元に委嘱状を置かせていただいております。 

  次に出席状況でございますが、本日、東京都福祉保健局医療政策部歯科担

当課長の白井淳子委員はご欠席の連絡をいただいており、出席は９名です。 

 出席状況については以上でございますが、新委員の方々より一言ずつ頂戴で



 - 3 - 

きればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

土居委員；小石川歯科医師会の土居と申します。平野先生が仰ったように、こ

の会議は５年ですか、その前まで担当をさせていただいておりました。この

５年間の進歩といいますか、発展になかなか追いつけないと思いますので、

皆さまに教えをいただきまして、なるべく報告等していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

野村委員；同じく小石川歯科医師会の野村茂樹と申します。全くの新人でござ

いますので、いろいろと教えていただきたいと思っております。よろしくお

願いします。 

 

藤田委員；文京区歯科医師会の副会長の藤田と申します。私は障害者歯科治療

事業の立ち上げ前からいろいろ関わらせていただいております。今後ともよ

ろしくお願いします。 

 

依田委員；文京区歯科医師会の担当理事をしています依田と申します。私も初

めての参加ですが、いろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

平野部会長；ありがとうございました。 

  それでは、配布資料の確認を事務局よりお願いします。 

 

 ＜配布資料の確認＞ 

 

２ 議 題 

（１）障害者歯科診療事業の実施状況 及び（２）在宅寝たきり高齢者等歯科

訪問健診事業の実績について 

 

平野部会長；それでは、議事に入ります。資料第１号から第３号について、事

務局より併せてご報告いただけますでしょうか。 

 

 ＜資料第１号から第３号の説明＞ 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  ただ今のご報告について、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

  資料第１号の５で通院年数１年未満と10年以上が各３割となっていて、７



 - 4 - 

の紹介者率が平成27年度は6.7％というのは、年度途中のため、これから増

えるということでしょうか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；昨年度の実績になりますので、変わりません。 

 

平野部会長；紹介者率は、もともと初診の患者さんがあまり多くなかったので、

しっかりと地域の方々と結びつけて診療に来ていただこうという話があった

と思いますけれども、これはほぼ充足したという事で宜しいでしょうか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；紹介者率に関して、平成27年度が極端に低い理

由といたしまして、恐らくはケースの問題かと事務局としては考えています。 

  部会長からご質問のあった５の通院年数で10年以上の方が28.4％というの

は、保健サービスセンター歯科相談室に慣れている方になります。個別ケー

スを見ていますが、40代、50代で本来なら地域の歯科診療所まで行きそうな

方がいる一方で、既設の歯科診療所ではストレッチャーで治療を受けるのが

難しいというケースも見られますので、このあたりは致し方ない部分もある

と思っております。 

  補足ですが、先ほど初診から５年以内にかかりつけ歯科医につなげると申

し上げましたが、ストレッチャーで地域の歯科診療所では治療がかなり難し

いというケースについては、本事業の利用を拒むものではありません。従っ

て、10年以上という方は一定数残るという認識はしています。ただ、本事業

の本質であります歯科医師・歯科衛生士の育成、地域の障害者の受入れの枠

の拡充という観点から、極力地域に戻していただくような取組みを両歯科医

師会にお願いしています。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  次に資料第１－２号２の事業内容（４）で日本障害者歯科学会認定の臨床

研修施設と認定された等々の紹介がありましたが、育成に関しては啓発事業

として何かされていますか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；聞き及んでいる範囲でございますが、本事業で

は必ず指導医の先生がついていらっしゃり、空いている時間で参加されてい

る先生方に対して研修の時間を持っていると聞いております。そこで最新の

知見、あるいは、ケース、障害別による治療方法等について日々研修が行わ

れているものと、区としては認識しております。 

  詳しくは、歯科医師会の先生方からお願いいたします。 

 



 - 5 - 

平野部会長；歯科医師会の先生方にお伺いする前に、住友委員から何かござい

ますか。 

 

住友委員；６の紹介先の人数がとても少ないように思います。この事業を利用

していない方は、近くの歯科診療所や大病院など個々にかかっていらっしゃ

る方が沢山いらっしゃると思いますけれども、そういう方たちに対して今後

どのように指導といいますか、地域に戻したり、地域で治療ができるような

体制をとられるのでしょうか。 

  また受入れについて、慣れた所で治療していて、そこで治療ができないよ

うな状態になった時、どこで治療をしたらいいのかは、すごく切実な問題で

す。その受入れができる地域の歯科診療所がどの程度あるのかというのも気

になります。 

 

平野部会長；先生方、いかがでございますか。 

 

土居委員；広く協力医を募るにあたり、年に２回、協力医研修会を開催させて

いただいています。協力医向け研修会ですが、今は協力していないけれども、

興味を持っていただきたい先生にもアナウンスをしております。 

  10年ぐらい前に、バリアフリーや、車椅子対応等のアンケートをとりまし

て、マップを作った記憶がございます。その時に、精神障害の方をどこまで

受け入れるかや、感染症対応等の話も出ていたと思います。 

  その後、どこまで展開が広がったのか今は把握しておりませんが、協力医

を１人でも２人でも増やしていこうという努力はしているつもりでおります。

また、大概の患者さんは当然お医者さまにかかっていらっしゃると思います

ので、医科との連携については包括ケアという観点で、かかりつけ医や病院

等からの相談を受け入れる窓口をつくろうということで検討しています。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；補足ですが、障害者歯科診療事業の協力医につ

いて、平成27年度は47名の先生方にご協力いただいています。 

  協力医の先生との相性もあると思いますので、何回か受けていただき、相

性のいい先生の診療所にスムーズに移行していただくのが、患者本人にとっ

ても良いと思いますので、そういった利用方法もあると考えています。 

  また、車椅子対応等々は「文京かかりつけマップ」に記載がございますの

で、歯科診療所を選んでいただく際の参考にしていただければと思います。 

 



 - 6 - 

平野部会長；ありがとうございます。 

  資料第３号について、何かご意見ございますか。 

１の主訴で、義歯が26.1％、他に飲み込み、食べこぼし等がありますが、

訪問看護側から見て、この辺のニーズは歯科に上手くつながっている感じは

ございますか。 

 

小嶋委員；こういう観点で見てはいないのですが、現場から見ますと、訪問看

護が始まるときに一番多いのは入れ歯をしていない、うっとうしくて外して

いるという方が圧倒的に多いかなという気がいたします。療養生活を送る中

で、もう少し固いもの、美味しいものを食べたいという要望が出てきて嚥下

の問題になりますので、この結果からも、皆様方の要望というのはこうなん

だろうと、まずは拝見いたしました。 

  先ほど、29年度より事業名称を「在宅寝たきり高齢者等」から「在宅療養

者等」に変更されるとの報告がありましたが、利用しやすくなり、とても良

いと思いました。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  本調査は、現場のニーズがしっかり拾われているということで、有意義な

調査だったのではないかと思います。 

  時間の関係で次の議題に移らせていただきますが、質問等があるようでし

たら、後ほどお願いいたします。 

 

（３）在宅医療検討部会での歯科に関する提案について 

 

平野部会長；議題（３）在宅医療検討部会での歯科に関する提案について、事

務局からお願いいたします。 

 

 ＜資料第４号の説明＞ 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  これは極めて重要な案件だと思いますが、地域包括ケア歯科相談窓口は具

体的にどこに設置するイメージなのでしょうか。これはハード面またはソフ

ト面のことですか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；相談窓口については、地域包括ケアシステムの

中で、特に介護保険法で地域医療連携の窓口設置が規定され、区では今年度

から、「かかりつけ医・在宅療養相談窓口」（地区医師会へ委託）を開設い
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たしました。これにより、医科と介護の連携はできたのですが、歯科の相談

窓口がないということが課題として挙げられている現状があります。 

歯科相談窓口の設置については、法的な規程はありませんので、区といた

しましては、両歯科医師会から独自事業でとの要望に対し、一定の支援をし

ていくという考え方を持っております。 

  部会長のご質問についてですが、区といたしましては、センターをつくる

等のハード面は考えておりません。あくまでも機能として、まず両歯科医師

会の合同事業に対して、区側が支援をするというスタンスで考えている内容

とご理解いただければと思います。 

 

平野部会長；ありがとうございました。 

  ソフト面ということで、具体的な内容としては、例えば地域の課題と解決

への取組み案を、そこに反映させていくということになるのかと思いますが、

先生方、何かございますか。 

 

土居委員；先ほどの在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・予防相談指導事業で

も相談窓口は設けております。この実績が本当はもう少し上がってもらいた

いところですが、両歯科医師会が隔年で担当しており、受付電話番号が毎年

違っています。それらを含め、今回の件につきましては、例えば「０１２

０」の電話番号を用いて、患者さんがいつも同じ番号を認知できるようにし

たいと思っています。 

  当然、本事業に関しては連携推進事業としての在宅事業推進委員会もあり、

これに関しても両歯科医師会で煮詰めた話をしていきたいと考えています。

直近の話ですが、そこに窓口を設けて、例えば受付た内容によって、小石川

地区、本郷地区のエリアで振り分けることも必要かなという話が出始めてお

ります。訪問看護ステーション等が歯科医師会にはないので、まず受け皿を

何かしらの形でつくらなければいけません。その場合、例えば常勤の歯科衛

生士を配置する等も考えていますが、電話が何時かかってくるか分からない

状況で常時待機というのも、どうしようかというところがテーマだと思って

おります。 

 

平野部会長；ありがとうございました。 

  土居先生から、解決策案の組織的な医療連携体制をどう築いていくかとい

う、各論のところまでお話しいただけたと思います。 

  藤田先生、何かございますでしょうか。 

 

藤田委員；区民にとって、窓口を１つにするというのが大きいことだと思いま
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す。確かにいろいろな窓口があり、以前は、土曜日だけでしたが、障害者歯

科相談室に衛生士さんがいて相談窓口もありました。土居先生が言われたよ

うに、在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・予防相談指導事業は２か所あり

ますので、やはりどこに連絡していいのかわからないというのが実情だと思

います。それを１つにまとめて、枝分かれして各方面に連携をとっていくこ

とを両歯科医師会で考え、進めていきたいと思っております。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  野村先生、依田先生からご意見いただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

依田委員；よくケアマネジャーの方から、どこを窓口にすればいいのか、どこ

に連絡すればいいのかと言われることがあります。隔年で電話番号が常に変

わってしまうと、ケアマネジャーさんにも、患者さんにもなかなか周知され

ないということになるので、窓口を１つにし、いつも同じ連絡先であるとい

うのは有用ではないかと思います。 

 

野村委員；以前から出ている話で、とにかく窓口を１つにしようということで、

今、両歯科医師会で話し合って進めているところでございます。独居の方が

かなり増えているという状況で、別居しているご家族の方が、患者本人がど

この歯医者に通っていたのか分からないため、どこへ連絡したらいいのかも

分からないという中で、ニーズはあると思います。窓口を１つにして、それ

を広く区民に啓蒙するという形で、区と連携して進めていけたらいいのでは

ないかと、今はその段階かと思っております。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  解決への取組み案として、中根先生からもご提案されていますが、何かご

意見があればいただけますでしょうか。 

 

中根委員；入院中、歯科に問題があって介入している方、入院期間の関係で積

極的な介入ができない方に、退院後、地域の歯科診療所の受診を勧めますが、

実際に介入が必要な人ほど介護力がない等で、受診までつながらず、同じ状

態もしくは悪化した状態で再入院ということがあります。積極的に介入して

ほしい方には、退院時に歯科医師会の先生や相談窓口に連絡をし、介入でき

る手立てを整えてあげて退院してもらう等、何らかの方法で介入できるよう

になるといいと思いました。 

  依頼を受ける歯科医師会の先生は、退院後にワンクッションおいて介入す
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ると、入院中の医療情報がなかなか届かないという困りごとがあるようでし

たので、退院後、ダイレクトにつながると、医療情報を持って紹介・連携と

いう形ができるのではないかと思っています。 

  また、在宅医療検討部会では、病院の看護師さんたちに、歯科のトラブル

や問題点について、退院後どのように引き継いでいますかという話がありま

した。看護師さんサイドに確実に訴えがあれば、退院サマリーに記載したり、

退院後の情報で申し送りをするということですが、患者さんを見る限り、問

題があると自覚して訴えられる人は本当にわずかで、問題があり介入の必要

はあっても、看護師さんからの申し送りが期待できるような情報として、問

題点が提示できていないこと自体が問題だと感じ、退院前の介入が一番いい

と思った次第です。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  ご意見のとおりだと思います。病院機能によっては随分変わってきます。

例えば、急性期は病気を治療する、命を救うということが第一になりますか

ら、口腔については後回しになってしまいます。退院時に歯科医師が診せて

いただいて、地域の先生方につなげることによって「ああ、そうだったの

か」となることも多いです。地域の先生と病院側がつながる、例えば中根先

生と歯科医師会の先生方がつながることが、病院内の啓発にもなると思いま

すので、ぜひこういうシステムは広げていっていただきたいと思います。 

  受け入れていらっしゃる側としてはどうでしょうか。 

 

小嶋委員；なかなか思うとおりにいかない現場の話になりますが、訪問看護師

も口腔ケアに携わります。例えば週３回ぐらい入る場合、時間がありますの

で訪問看護師も口腔の直接的なケアはいたしますが、週１回や隔週となりま

すと時間が足りなくなり、血圧や皮膚の状態等を先に見るため、細かいとこ

ろが見られなくなるのが現状です。そういう状況で、口腔を誰が見るかとい

うと、独居の方などはホームヘルパーさんがしっかりと支えている時間にな

ると思います。血圧が高い、低いと気づくレベルで、例えば入れ歯をはめて

いないし、言っても言うことを聞かない状態は大問題につながるので、ケア

マネジャー等に情報を挙げていただけるようにしたいといつも思っておりま

す。 

先ほど、先生がおっしゃっていたケアマネジャーからの相談も、もう少し

数多くすることが大事かなと思います。在宅サービスでも、口腔ケアの大事

さのアピールや教育、支援するところを伝えていくことは大事だと思います。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 
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藤田委員；退院されて在宅に戻る場合、介護保険の主治医意見書やケアプラン

に、歯科に関する情報を入れてほしいと思います。口腔に関しての情報はと

ても少なく、主治医意見書には殆ど出てきません。ケアマネジャーさんから

の話などがあって、１～２行加わるぐらいです。それをもう少し広げて、今

の在宅サービスも含めて、うまく区民の方が利用できるようになるといいと

思います。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。特に無いようでしたら、これらのご意見、

提案については今後どのように進めていくことになりますか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；参考資料１については、来年度、保健医療計画、

高齢者・介護保険事業計画で在宅医療・介護連携の観点からも計画を策定す

ることになりますので、そこに載せていくことができれば一番良いと思って

おります。 

  一方で、地域包括ケア窓口に関しては、両歯科医師会の共同の自主事業と

いう位置づけでございますので、まずは両歯科医師会が足並みをそろえて１

つの事業を構築していただき、ご教示いただいた上で区側が一定の支援をす

るというスキームが早期に成立することを期待している状況です。両歯科医

師会の進捗と合わせながら、極力この方向で進めていきたいと考えておりま

すし、両歯科医師会からの要望も２年にわたっていただいておりますので、

今後、区としても実現に向けて努力する次第です。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  参考資料１に書かれている解決策が機軸になって今後、動いていくという

見方で宜しいですか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；今後の動きとしては、解決策欄にある取組みの

中で、例えば「退院支援ガイドブック（案）」は、平成29年度重点施策とし

て採用になりましたので、来年度、作成いたします。また、ＩＣＴシステム

の活用については、地区医師会でメディカルケアステーションが導入されて

いますので、介護事業者ないしは三師会に徐々に広げていくといった取組み

を、区も協力しながら進めていくことになると思います。 

 

平野部会長；資料第４号は歯科に関する取組みでディスカッションしてきたの

ですが、これらも参考資料１が基にとなっていると思います。両方の資料を

見ますと関連できる事業が様々あると思いますので、ぜひぜひ連携をとって
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進めていただくのがいいと思います。 

  ありがとうございます。 

  この件に関して、他にご意見等がないようでしたら、議事（４）に移りま

す。 

 

（４）認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づく歯科の取組みに 

   ついて 

 

平野部会長；では、続きまして、（４）認知症施策推進総合戦略（新オレンジ

プラン）に基づく歯科の取組みについてです。 

  少しお時間をいただき、私から説明をさせていただこうと思います。 

    

＜資料第５号及び参考資料２の説明＞ 

 

  お時間いただきまして、ありがとうございました。この件に関しまして、 

  何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

中根委員；認知症の方は、歯科が介入しづらいというのは本当にそのとおりだ

と思います。診察券のやりとりも、外来では毎日繰り広げられている光景で

す。そういう方たちをどうやって医療につなげていくのか、介助の手を差し

伸べてもらうのか、生活を建て直す援助ができるのかといつも思います。す

ごく勉強になるお話を聞かせていただきました。 

 

小嶋委員；認知症が進んでいる方は、週１回行く私たちでも大変です。先週言

ったことは忘れていますので、覚えていただくことすら困難です。 

  ですが、ふっとした瞬間に「あなたはいつもこうだったよね」とか、少し

ほっとするような言葉があると、介護する側のエネルギーになるのかなと思

います。その辺も、介護する側が壊れるとつまらない関係になるのだろうと

思いますので、私はいつも息抜きを大切にしなければという気がしています。 

  

平野部会長；ご家族のケアですね、大変だと思います。 

 

小嶋委員；ご家族も疲れて、訪問看護が入る時間を息抜きの時間にされること

が多いですね。 

 

真下地域包括ケア担当課長（事務局）；先ほどの認知症の方が歯科診療所を訪

れたときに対処が難しいという話は聞いたことがあります。対処が難しいこ
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とで、そのチャンスを逃してしまうと悪化する一方というのは目に見えてい

ると思います。ですので、認知症に関する相談を一手に引き受けている高齢

者あんしん相談センター（以下、「あんしん相談センター」とする。）が各

圏域ごとにありますので、そこにつなげていただければと思います。訪問が

必要な時は、随時、訪問調査を実態調査という形で行っておりますし、その

方が該当するのであれば、実際に接触することもできます。何らかの形で医

療あるいは介護につなげられるように、あんしん相談センターが動きますの

で、そういった事例等があればぜひおつなぎいただきたいと考えているとこ

ろです。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；少し補足します。本人に認知症の自覚がなく動

かない場合、ご家族にアプローチできるのが地域の診療所あるいはあんしん

相談センターでのポイントになると思います。あんしん相談センターでは、

認知症サポート医に月１回入ってもらい、必要に応じてアウトリーチで訪問

もしていただいています。 

  ですので、ご本人には言っても動かない、「大丈夫」と言って終わってし

まう場合、ご家族の方がいたら「こういうパンフレットがあって、区からの

案内です」みたいな形で情報を流し、ご家族から相談をしてもらうようにな

るといいと思います。独居の方であれば、ご家族がご自宅に行ったときに何

か見知らないパンフレットがあり、認知症とか書かれていて、「これ、どう

したの」みたいなところからつながる形でもいいと思います。 

  パンフレット（認知症ケアパス）は区で作成しています。必要部数は提供

できますので、そういったアプローチを、現場ができる範囲で広げていただ

ければと思います。 

 

平野部会長；認知症対応力向上研修の中では、それが一番大事だと思います。

地域の診療所の先生方に、困ったときはどこにつなぐかというようなことを

教えていただけることで、認知症の方々に安心・安全に対応できると思いま

す。 

  全体を通して何かご意見等ございますでしょうか。 

  ないようでしたら、事務局から補足等はございますか。 

 

（５）その他 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；事務局から報告いたします。 

  両歯科医師会から区に対し、口腔ケアの周知啓発や広報活動にもう少し力

を入れてほしいというご意見をいただいております。現状の報告になります
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が、区の歯科事業、例えば歯周疾患検診、障害者歯科診療事業等に関する啓

発番組を作成することについて、広報課と協議を始めております。29年度に

は広報番組が完成するように進めたいと考えておりますので、少しお時間を

頂戴できればと思います。 

  また、在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・予防相談指導事業については、

チラシがございますので必要であれば事務局へお申し出ください。 

  事務局からは以上です。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  最後に石原委員から、ご意見賜ればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

石原委員；本日は部会長から認知症について、最新の情報提供をいただき本当

にありがとうございました。区では、在宅医療も含めて地域医療連携を推進

する立場でございますので、今後とも地域の皆様のご協力を得ながら進めて

いきたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  その他、よろしいでしょうか。 

 

渡邊健康推進課長（事務局）；最後に一点、よろしいでしょうか。 

  本日の要点記録を区ホームページにアップロードいたしますので、ご発言内

容の確認が事前に必要な場合は、事務局までご連絡ください。 

 

４ 閉 会 

 

平野部会長；それでは以上をもちまして終了とさせていただきます。ありがと

うございました。 


